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平成17年12月期 個別財務諸表の概要 平成18年2月13日

上場会社名 株式会社リサ・パートナーズ 上場取引所 東 

コード番号 ８９２４ 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.risa-p.com） 

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 井無田 敦 

問合せ先責任者 役職名 取締役     氏名 岡本 浩和 ＴＥＬ （03）5573－8010 

決算取締役会開催日    平成18年2月13日 中間配当制度の有無     有 

配当支払開始予定日    平成18年3月31日 定時株主総会開催日    平成18年3月30日 

単元株制度採用の有無    無  

 
１．平成17年12月期の業績（平成17年１月１日～平成17年12月31日） 
（1）経営成績 （百万円未満切り捨て） 
 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

17年12月期 8,690 94.5 2,857 125.5 2,489 129.0 
16年12月期 4,468 119.1 1,267 173.6 1,087 164.2 

 
 

当期純利益 
1株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整

後1株当たり
当期純利益 

株主資本 
当期純利益率 

総資本 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

 百万円 ％ 円  銭 円  銭 ％ ％ ％ 
17年12月期 1,395 129.1 13,223  26 10,740  00 20.5 11.7 28.6 
16年12月期 609 159.5 6,710  99 5,835  65 18.0 13.9 24.3 

（注）① 期中平均株式数  17年12月期  105,542株   16年12月期  90,761株 
   ② 会計処理の方法の変更   無 

③ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
（2）配当状況 

１株当たり年間配当金  
 中間 期末 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
株主資本 
配当率 

 円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％ 
17年12月期 1,500  00 0 1,500  00 165 11.3 2.2 
16年12月期 0 0 0 － － － 

（3）財政状態 
 総資産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本 
 百万円 百万円 ％ 円  銭 

17年12月期 30,608 7,694 25.1 69,531    21 
16年12月期 11,970 5,937 49.6 56,566    96 

（注）① 期末発行済株式数  17年12月期  110,660株    16年12月期   104,968株 
   ② 期末自己株式数   17年12月期        1株    16年12月期        － 株 
 
２．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末  
 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭 

中間期 6,425 739 428 － － － 
通 期 13,429 2,799 1,623 － 1,200 1,200 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）14,666円54銭 
※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における

仮定を前提としています。上記予想に関する事項につきましては、決算短信（連結）添付資料の10ページをご参照ください。 
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１．個別財務諸表等 

(1）財務諸表 

① 貸借対照表    
（単位：千円）

前事業年度 
（平成16年12月31日現在） 

当事業年度 
（平成17年12月31日現在） 

対前年比
期  別 

 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 増 減 

（資産の部）  ％  ％ 

Ⅰ 流動資産    

１. 現金及び預金  4,688,919 5,765,997  

２. 売掛金  158,952 657,240  

３． 販売用不動産 ※1 957,163 6,680,397  

４. 不動産事業支出金 ※1 938,214 406,514  

５. 未成業務支出金  36,270 4,313  

６. 貯蔵品  81 120  

７. 買取債権 ※1 1,669,190 7,586,160  

８. 前払費用  20,307 67,077  

９. 繰延税金資産  36,901 72,726  

10. 短期貸付金  197,941 268,000  

11. その他  144,210 367,927  

 貸倒引当金  △ 7,644 △13,006  

 流動資産合計  8,840,509 73.9 21,863,469 71.4 13,023,346

Ⅱ 固定資産    

１． 有形固定資産    

(1) 建物 ※1 341,953 370,173   

 減価償却累計額  33,007 308,946 37,535 332,637  

(2) 工具、器具及び備品  61,100 402,377   

 減価償却累計額  31,147 29,952 40,136 362,241  

(3) 土地 ※1 1,261,884 1,261,884  

 有形固定資産合計  1,600,783 13.4 1,956,763 6.4 355,979

２． 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  2,906 3,142  

 無形固定資産合計  2,906 0.0 3,142 0.0 235

３． 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  1,208,867 4,596,423  

(2) 関係会社株式 ※1 126,100 1,191,160  

(3) 出資金  54,195 147,215  

(4) 関係会社出資金  15,000 15,000  

(5) 長期貸付金  30,000 465,200  

(6) 長期前払費用  300 -  

(7) 長期前払消費税等  - 40,500  

(8) 長期差入保証金  91,303 327,640  

(9) その他  135 2,166  

 投資その他の資産合計  1,525,902 12.7 6,785,307 22.2 5,259,404

 固定資産合計  3,129,592 26.1 8,745,212 28.6 5,615,620

 資産合計  11,970,102 100.0 30,608,681 100.0 18,638,966
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     （単位：千円）

前事業年度 
（平成16年12月31日現在） 

当事業年度 
（平成17年12月31日現在） 

対前年比
期  別 

 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 増 減 

 （負債の部）  ％ ％   

Ⅰ 流動負債    

１. 買掛金  20,828 6,800  

２. 短期借入金 ※1 1,435,153 5,279,100  

３. １年以内返済長期借入金 ※1 1,701,640 1,371,640  

４. １年以内償還予定社債  70,000 630,000  

５. 未払金  60,519 429,964  

６. 未払費用  19,729 42,918  

７. 未払法人税等  420,310 836,897  

８. 前受金  13,299 308,885  

９. 未払消費税等  71,876 -  

10. 預り金  114,297 649,857  

11. その他  17,403 159,106  

     流動負債合計  3,945,057 33.0 9,715,169 31.8 5,770,112

Ⅱ 固定負債    

１. 社債  130,000 6,680,000  

２. 長期借入金 ※1 1,831,941 6,335,040  

３. 長期預り保証金  125,381 121,185  

４.  繰延税金負債  - 62,963  

 固定負債合計  2,087,323 17.4 13,199,188 43.1 11,112,251

 負債合計  6,032,380 50.4 22,914,357 74.9 16,882,363

 （資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※2 2,339,789 19.5 2,471,747 8.1 131,957

Ⅱ 資本剰余金    

１. 資本準備金  2,477,039 2,608,997   

 資本剰余金合計  2,477,039 20.7 2,608,997 8.5 131,957

Ⅲ 利益剰余金    

１. 利益準備金  9,139 9,139   

２. 当期未処分利益  1,111,752 2,507,362   

 利益剰余金合計  1,120,891 9.4 2,516,502 8.2 1,395,610

Ⅳ 
その他有価証券 
評価差額金 

 - - 97,771 0.3 97,771

Ⅴ 自己株式 ※3 - - △ 693 0.0 △ 693

 資本合計  5,937,721 49.6 7,694,324 25.1 1,756,602

 負債・資本合計  11,970,102 100.0 30,608,681 100.0 18,638,966
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② 損益計算書    
（単位：千円）

前事業年度 
（自 平成16年 1月 1日） 
（至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年 1月 1日） 
（至 平成17年12月31日） 

対前年比
期 別 

 
 
 
科 目 金 額 百分比 金 額 百分比 増 減 

 ％  ％ 

Ⅰ 売上高 4,468,778 100.0 8,690,366 100.0 4,221,588

Ⅱ 売上原価  2,314,249 51.8 4,383,384 50.4 2,069,134

 売上総利益  2,154,528 48.2 4,306,982 49.6 2,152,453

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 887,159 19.8 1,449,446 16.7 562,286

 営業利益  1,267,368 28.4 2,857,535 32.9 1,590,166

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  2,591 6,618   

２．受取配当金  50 50   

３．賃貸収益 ※2 24,720 21,880   

４．雑収入  1,081 28,442 0.6 1,232 29,781 0.3 1,338

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  77,754 220,919   

２．融資手数料  11,583 37,461   

３．賃貸費用  19,868 19,144   

４．株式公開費用  40,522 -   

５．市場変更費用  - 34,837   

６．新株発行費  48,762 -   

７．社債発行費  4,500 80,001   

８．雑損失  5,506 208,498 4.7 5,043 397,408 4.6 188,910

 経常利益  1,087,313 24.3 2,489,908 28.6 1,402,595

Ⅵ 特別利益    

１．前期損益修正益 ※3 7,125 7,125 0.2 - - - △ 7,125

Ⅵ 特別損失    

１．社屋移転費用  - - - 88,415 88,415 1.0 88,415

 税引前当期純利益  1,094,439 24.5 2,401,493 27.6 1,307,054

 法人税、住民税及び事業税  505,192 1,045,848   

 法人税等調整額  △ 19,849 485,342 10.9 △ 39,965 1,005,883 11.5 520,541

 当期純利益  609,096 13.6 1,395,610 16.1 786,513

 前期繰越利益  502,655 1,111,752  609,096

 当期未処分利益  1,111,752 2,507,362  1,395,610
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③ 利益処分案    

（単位：千円）

前事業年度 
（平成16年12月期） 

当事業年度 
（平成17年12月期） 対前年比

期  別 
 
 
科  目 金 額 金 額 増 減 

Ⅰ 当期未処分利益   1,111,752  2,507,362 1,395,610

Ⅱ 利益処分額      

 １．配当金  - - 165,990 165,990 165,990

Ⅱ 次期繰越利益   1,111,752  2,341,372 1,229,620
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重要な会計方針   

期  別
 
項  目 

前事業年度 
（自 平成16年 1月 1日） 
（至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年 1月 1日） 
（至 平成17年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（1）子会社株式、子会社出資金及び関連

会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

（1）子会社株式、子会社出資金及び関連

会社株式       

同左 

 (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

＿＿ 

 

 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用し

ております。ただし匿名組合出資金は

個別法によっており、詳細は「７.2

匿名組合出資金の会計処理」に記載し

ております。 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本注入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

（1）販売用不動産、不動産事業支出金 

及び未成業務支出金 

個別法による原価法を採用しており

ます。 

（2）貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

（1）販売用不動産、不動産事業支出金 

及び未成業務支出金 

同左 

 

（2）貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、建物については定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物             3年 ～ 30年 

工具、器具及び備品 3年 ～  8年 

（2）無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用）について

は、社内における見込利用可能期間

（３年）に基づく定額法を採用して

おります。 

(3）長期前払費用 

定額法を採用しております。 

（1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

同左 

 

 

 

（3）長期前払費用 

同左 

４．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(2) 社債発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(1) 新株発行費 

＿＿ 

 

(2) 社債発行費 

同左 

５．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

 

貸倒引当金 

同左 
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期  別
 
項  目 

前事業年度 
（自 平成16年 1月 1日） 
（至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年 1月 1日） 
（至 平成17年12月31日） 

６．ヘッジ会計の方法 

 

1. ヘッジ会計の方法 

金利キャップ及び金利スワップにつ

いては、特例処理の要件を満たしてお

りますので、特例処理を採用しており

ます。 

2. ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段)   (ヘッジ対象)   

金利キャップ    借入金 

金利スワップ    借入金 

3. ヘッジ方針 

金利の市場変動によるリスクを回避

するためにデリバティブ取引を利用

しており、投機目的のものはありませ

ん。 

1. ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処

理を採用しております。 

 

2. ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段)   (ヘッジ対象)   

金利スワップ    借入金 

 

3. ヘッジ方針 

同左 

 4. ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であり、かつ

ヘッジ開始時及びその後も継続し

て相場変動又はキャッシュ･フロー

変動を完全に相殺するものと想定

することができるため、ヘッジ有効

性の判定は省略しております。 

4. ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

1. 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

 

1. 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式

によっており、資産に係る控除対象

外消費税等は長期前払消費税等に

計上し、５年間で均等償却を行って

おります。 

（追加情報） 

従来、資産に係る控除対象外消費

税等は発生していませんでしたが、

当事業年度中に控除対象外消費税

等が新たに発生したことから上記

会計処理を採用することとしまし

た。 
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期  別
 
項  目 

前事業年度 
（自 平成16年 1月 1日） 
（至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年 1月 1日） 
（至 平成17年12月31日） 

 2. 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合への出資に際しては、

匿名組合財産の持分割合相当額を

「匿名組合出資金」に計上してお

ります。 

匿名組合から分配された損益に

ついては、「売上高」に計上すると

ともに同額を「匿名組合出資金」に

加減し、営業者からの出資金の払戻

しについては「匿名組合出資金」を

減額させております。 

ただし、営業者である一つの有限

会社に複数の異なる出資比率の匿

名組合が組成されることが予定さ

れており、かつ当社または当社及び

関係会社の匿名組合に対する出資

比率が50％超の場合には、匿名組合

財産のうち当社の持分割合に相当

する部分を、出資者である当社の資

産及び負債として貸借対照表に計

上し、損益計算書についても同様に

処理しております。 

 

2. 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合への出資に際しては、匿名

組合財産の持分割合相当額を「投資有

価証券」に計上しております。 

匿名組合から分配された損益につい

ては、「売上高」に計上するとともに

同額を「投資有価証券」に加減し、営

業者からの出資金の払戻しについては

「投資有価証券」を減額させておりま

す。 

ただし、買取債権等の特定の財産へ

の投資に係る匿名組合出資金のうち、

当社または当社及び関係会社の匿名組

合に対する出資比率が50％超の場合に

は、匿名組合財産のうち当社の持分割

合に相当する部分を、出資者である当

社の資産及び負債として貸借対照表に

計上し、損益計算書についても同様に

処理しております。 

 

（追加情報） 

従来、上記処理は営業者である一つ

の有限会社に複数の異なる出資比率

の匿名組合が組成されることが予定

されているものに限定しておりまし

たが、当事業年度において一営業者に

対し一匿名組合の場合においても上

記出資比率の条件を満たすものが新

たに組成されました。この場合につい

ても同様の処理によっております。 

また従来、当社または当社及び関係

会社の匿名組合に対する出資比率が

50％超の匿名組合としては、買取債権

等の特定の財産への投資を対象とす

る匿名組合のみが組成されておりま

したが、当事業年度において事業再生

投資を目的とする匿名組合で当社ま

たは当社及び関係会社の匿名組合に

対する出資比率が50％超の匿名組合

が組成されました。この場合について

は、事業再生投資の成果を財務諸表に

適切に反映させるために、上記ただし

書きの会計処理を採用せず、原則的な

会計処理方法によることとしており

ます。 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年 1月 1日） 
（至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年 1月 1日） 
（至 平成17年12月31日） 

（貸借対照表） 

前期まで流動資産の「その他」に含めておりました「短

期貸付金」は、当期において、資産の総額の100分の１

を超えたため区分掲記しております。 

なお、前期末の「短期貸付金」は16,280千円でありま

す。 

 

＿＿ 

 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年 1月 1日） 
（至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年 1月 1日） 
（至 平成17年12月31日） 

＿＿ （法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示方法） 

｢地方税法の一部を改正する法律｣（平成15年法律第9

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法に

ついての実務上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12号）に基づき、法人

事業税の付加価値割及び資本割については販売費及び

一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が27,114千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が27,114

千円減少しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係）  

前事業年度 

（平成16年12月31日現在） 

当事業年度 

（平成17年12月31日現在） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産       779,096千円

不動産事業支出金 913,614  

買取債権 793,752  

建物 265,109  

土地 1,261,884  

関係会社株式       100,000  

 計           4,113,457 千円  

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 

１年以内返済長期借入金 

   740,000 千円

   941,640 

 

 

長期借入金 1,681,941  

  計 3,363,581 千円   

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産       4,708,662千円

不動産事業支出金 329,593  

建物 258,622  

土地 1,261,884  

 計           6,558,762 千円  

 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 

１年以内返済長期借入金 

 3,855,000 千円

   127,640 

 

 

長期借入金 2,071,040  

  計 6,053,680 千円   

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式   360,800 株   

発行済株式総数 普通株式   104,968 株    

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式   360,800 株   

発行済株式総数 普通株式 110,661 株    

※３         ＿＿ ※３ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式1株

であります。 

４         ＿＿ ４ 偶発債務 
債務保証 
次の当社が出資する不動産投資ファンドにつ

いて、金融機関等からの借入に対し債務保証を行

っております。 
保証先 金額（千円） 内容 

アゼリアオーワン

特定目的会社 
682,988 借入債務 

㈲港オーワン 310,497 借入債務 

計 993,485 － 
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（損益計算書関係）  

前事業年度 
（自 平成16年 1月 1日） 
（至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年 1月 1日） 
（至 平成17年12月31日） 

 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は 32％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は 68％

であります。 

販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

役員報酬     100,800 千円  

給与手当     213,639  

賞与      46,894  

法定福利費      34,760  

支払手数料      53,699  

支払報酬顧問料      41,848  

地代家賃      39,330  

貸倒引当金繰入額  5,251  

租税公課     133,651  

減価償却費      12,960  

旅費交通費      31,703  

採用教育費      40,835  

業務委託費      30,949  

            

 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は 41％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は 59％

であります。 

販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

役員報酬     123,915 千円  

給与手当     317,137  

賞与      70,561  

法定福利費      57,656  

支払手数料      59,528  

支払報酬顧問料 44,163  

地代家賃      85,971  

貸倒引当金繰入額       6,018  

租税公課     342,570  

減価償却費      20,126  

旅費交通費      56,598  

採用教育費 60,554  

業務委託費      37,726  

            

※２ 関係会社項目 
関係会社との間の取引には次のものがあります。 
 賃貸収益   24,720千円  

      
 

※２ 関係会社項目 
関係会社との間の取引には次のものがあります。 
 賃貸収益  21,880千円  

      
 

※３ 前期損益修正益は次のとおりであります。 
    過年度物件取得費用修正    7,125 千円 

※３          ＿＿ 

 

 
（リース取引関係） 
 

 

前事業年度 
（自 平成16年 1月 1日） 
（至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年 1月 1日） 
（至 平成17年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

該当事項はありません。 

 

２． オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 

１年超 

223,926千円

261,247千円

 合計 485,174千円
 

 
（有価証券関係） 
前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 
  

前事業年度 
（平成16年12月31日現在） 

当事業年度 
（平成17年12月31日現在） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 

                  （単位：千円）

  繰延税金資産 

   未払事業税              36,901 

  繰延税金資産合計            36,901 

 

 ｢地方税法の一部を改正する法律｣（平成 15 年法
律第 9号）が平成 15年３月 31日に交付されたこと
に伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算に使用した法定実効税率は、42.05％から
40.5％に変更されました。なお、この変更が損益に
及ぼす影響は軽微であります。 

 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 

                  （単位：千円）

  繰延税金資産 

   未払事業税              64,209 

   出資金評価損否認                     4,141 

   その他                               8,516 

  繰延税金資産合計            76,867 

    繰延税金負債 

   その他有価証券評価差額金       67,104 

  繰延税金負債合計            67,104 

繰延税金資産の純額            9,762 

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

  率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

    法定実効税率             42.05％ 

   （調整） 

   交際費等永久に損金に算入されない項目 1.25 

     その他                              1.04 

      税効果会計適用後の法人税等の負担率  44.35％ 

 

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

  率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異が法定実効税率の 100 分の５以下
であるため注記を省略しております。 
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（１株当たり情報）  

前事業年度 
（自 平成16年 1月 1日） 
（至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年 1月 1日） 
（至 平成17年12月31日） 

 
１株当たり純資産額 56,566円96銭  

１株当たり当期純利益 6,710円99銭  

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

5,835円65銭  

当社は、平成16年８月20日付で株式１株につき４株の

株式分割を行っております。 
なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場
合の前事業年度における１株当たり情報については、以
下のとおりとなります。 

 
１株当たり純資産額 69,531円21銭  

１株当たり当期純利益 13,223円26銭  

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

10,740円00銭  
 

１株当たり純資産額 10,508円89銭    

１株当たり当期純利益 3,032円77銭    

     

（注） １株当たり当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
 

前事業年度 
（自 平成16年 1月 1日） 
（至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年 1月 1日） 
（至 平成17年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 609,096 1,395,610 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る 
当期純利益（千円） 

609,096 1,395,610 

普通株式の 
期中平均株式数（株） 

90,761 105,542 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

  

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 13,614 24,403 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

＿＿ 新株予約権１種類 

新株予約権の目的となる株式の総数 

               386株 
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（重要な後発事象） 

 

前事業年度 
（自 平成16年 1月 1日） 
（至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年 1月 1日） 
（至 平成17年12月31日） 

１．ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社は平成17年２月14日付の取締役会において、平成

17年３月30日開催の定時株主総会の決議に基づき、当社

の取締役、監査役及び従業員に対し、商法第280条ノ20

および第280条ノ21の規定に基づき、以下の要領により

ストックオプションとして新株予約権を発行すること

を決議しております。 

(1) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式400株を上限とする。 

(2) 発行する新株予約権の総数 

400個を上限とする。 

(3) 新株予約権の発行価額 

無償とする。 

(4) 新株予約権行使時の払込金額 

新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株

当たりの金額（以下「払込金額」という。）は、新

株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取

引が成立していない日を除く。）の東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の終値の平均値

とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その

価額が新株予約権発行の日の終値（取引が成立しな

い場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る場合

は、当該終値とする。 

(5) 新株予約権の権利行使期間 

平成20年4月1日から平成23年3月31日まで 
(6) 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」

という。）は、権利行使時において当社並びに当社

の子会社及び関連会社の取締役または従業員、監査

役或いは顧問その他これに準じる地位を保有して

いる場合に限り新株予約権を行使することができ

る。 
② 新株予約権者が新株予約権の行使期間到来後に死

亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使す

ることができる。 
③ その他の条件は、株主総会決議および取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 
 

１．ストックオプションとして新株予約権を発行する件 
 当社は、平成18年2月13日付の取締役会において、平成
18年3月30日開催予定の定時株主総会の決議に基づき、当
社ならびに当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、従

業員及び入社内定者に対し、商法第280条ノ20および第280
条ノ 21の規定に基づき、以下の要領によりストックオプシ
ョンとして新株予約権を発行することを決議しております。 
 
(1) 新株予約権の目的たる株式の種類および数 
当社普通株式650株を上限とする。 

(2) 発行する新株予約権の総数 
  650個を上限とする。 
(3) 新株予約権の発行価額 
  無償とする。 

(4) 新株予約権行使時の払込金額 

新株予約権の行使に際して払込をなすべき 1 株当たり

の金額（以下「払込金額」という。）は、新株予約権を発

行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない

日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。

ただし、その価額が新株予約権発行の日の前日の終値（取

引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回

る場合は、当該終値とする。 

(5) 新株予約権の権利行使期間 

平成21年4月1日から平成24年3月31日まで 

(6) 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」

という。）は、権利行使時において当社並びに当社の

子会社及び関連会社の取締役または従業員、監査役

或いは顧問その他これに準じる地位を保有している

場合に限り新株予約権を行使することができる。 
② 新株予約権者が新株予約権の行使期間到来後に死

亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使す

ることができる。 
③ その他の条件は、株主総会決議および取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新

株予約権割当契約書」に定めるところによる。 
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前事業年度 
（自 平成16年 1月 1日） 
（至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年 1月 1日） 
（至 平成17年12月31日） 

２．シンジケートローンによる長期資金調達の件 

当社は平成17年３月24日付で、株式会社あおぞら銀行

をアレンジャーとして、下記のとおりシンジケート方式

によるタームローン契約を締結しております。 

 

シンジケートローンの概要 

(1) 契約金額    20億円 

(2) 契約締結日   平成17年３月24日 

(3) 借入実行日   平成17年３月29日 

(4) 借入期間    ５年間 

(5) 借入形態    タームローン 
(6) 資金使途    長期事業資金 
(7) アレンジャー  株式会社あおぞら銀行 
(8) エージェント  株式会社あおぞら銀行 
(9) 参加金融機関  株式会社あおぞら銀行 

株式会社香川銀行 
株式会社沖縄海邦銀行 
株式会社東邦銀行 
株式会社岐阜銀行 
株式会社北國銀行 他 

(10)担  保    なし 
 

シンジケートローンによる資金調達 

今般のシンジケートローンは、不動産共同投資や地域

企業再生支援ファンドの展開に欠かせない中長期の資

金需要を支えるとともに、全国の地域金融機関とのリレ

ーションシップを更に拡大強化することを目的として

おります。 

2．株式会社リファス設立の件 
当社は、これまで培ってきたデューデリジェンスや企業再

生計画策定等のターンアラウンド、財務やオペレーションに

関するコンサルティング、M&Aアドバイザリー機能を集約
し、ファイナンシャルアドバイザリーサービス会社「株式会

社リファス」を設立し、平成 18年 1月より事業開始致しま
した。 
これに伴い、従来当社で行っていたデューデリジェンス業

務及びコーポレート関連サービス事業のうちコンサルティ

ング業務等一部の業務については、今後株式会社リファスに

て業務を行います。なお、当事業年度におけるデューデリジ

ェンス業務に係る売上高は430,741千円であります。 
株式会社リファスの概要 
① 名称     株式会社リファス 
② 代表者    代表取締役社長 井無田 敦 
③ 本店所在地  東京都港区赤坂一丁目11番44号 
④ 事業開始   平成18年1月 
⑤ 主な事業内容 債権・不動産・財務デューデリジ

ェンス業務、ターンアラウンド業

務、M＆A アドバイザリー業務、
株式上場支援業務 等 

⑥ 決算期    12月 
⑦ 資本の額   100百万円 
⑧ 株主構成   当社100％ 
⑨ その他    同社設立にあたっては、平成 15

年 6月設立の有限会社シデナムヒ
ル（出資金３百万円）を増資する

とともに、組織変更致しました。 

 
3．やしお債権回収株式会社の買収に伴う業務移管の件 
当社は、従来持分法適用関連会社であるアイ・アール債権

回収株式会社に委託していた債権管理回収業務について、平

成 17年 4月のやしお債権回収株式会社買収以降、グループ
内の業務再編に伴い、当社連結子会社であるやしお債権回収

株式会社へ順次業務移管を進めてまいりました。 
アイ・アール債権回収株式会社に対しては業務委託契約に

基づき人的支援、マーケティング支援、担保不動産管理のた

めのシステム提供等の支援を行い、業務受託料収入を得てお

りますが、当該契約は平成 18年 3月をもって終了する予定
であるため、次期以降アイ・アール債権回収株式会社からの

業務受託料収入は減少する見込であります（当事業年度にお

ける同収入は694,210千円）。 
なお、やしお債権回収株式会社との間は、同様の契約は締結

しておりません。 
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２．役員の異動 

 
(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 
 
(2) その他の役員の異動 
①新任取締役候補 

氏名 新役職名 現役職名 就任予定日

三宅　俊比古
取締役
執行役員
経営戦略部長

執行役員
経営戦略部長

平成18年3月30日

 
 
②退任予定取締役 

氏名 新役職名 現役職名 退任予定日

稲葉　裕幸
執行役員
経営管理部長

常務取締役
執行役員
経営管理部長

平成18年3月30日

柳　嘉夫
執行役員

大阪支店長兼福岡支店長

取締役
執行役員

大阪支店長兼福岡支店長
平成18年3月30日

野老　覚
執行役員

リスク審査部長
取締役

リスク審査部長
平成18年3月30日

 
   
 

 


