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１　平成18年２月期の連結業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月期 22,538 (191.0) 9,261 (116.9) 8,480 (116.6)

17年２月期 7,744 (142.4) 4,269 (195.2) 3,915 (192.8)

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 ％ ％ ％

18年２月期 4,617 (92.6) 18,056.47 17,779.57 16.4 14.5 37.6

17年２月期 2,397 (230.0) 11,906.45 11,564.57 25.7 20.9 50.6

（注）①持分法投資損益 18年２月期 △2百万円 17年２月期 3百万円

②期中平均株式数（連結） 18年２月期 246,351株 17年２月期 193,699株

③会計処理の方法の変更 無

④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）連結財政状態  

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

18年２月期 ※87,590 40,672 ※46.4 153,707.57

17年２月期 29,357 15,538 52.9 70,826.34

（注）期末発行済株式数 平成18年２月期 263,513株 平成17年２月期 218,094株

※総資産にはノンリコースローンに対応する資産が含まれており、当該資産を除く総資産は85,055百万円、株主資本

　比率は47.8％になります。

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年２月期 △34,621 △3,194 47,630 19,983

17年２月期 △10,442 △458 17,728 10,228

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数　２６社 持分法適用関連会社数　２社 持分法非適用関連会社数　４社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規）　１４社 （除外）　２社 持分法（新規）　１社 （除外）　―社

２　平成19年２月期の連結業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）※  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 15,000 10,000 5,800

通　期 24,800 14,000 7,800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）14,800円03銭

  ※業績予想は当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと大きく異なることが

あります。なお、上記１株当たり予想当期純利益は、平成18年３月１日に効力が発生しております株式分割（１対２）

後の株数を基に算出しております。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社26社及び関連会社６社で構成され、　マーチャン

ト・バンキング事業（不動産ファンド事業、Ｍ＆Ａ事業、不動産事業及びその他事業）、ホスピタリティ＆ウェルネス

事業（ボウリング、ホテル、スイミングスクール及びその他事業）及びその他の事業を展開しております。

　事業の系統図は以下のとおりであります。
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 Ⅰ．マーチャント・バンキング事業

(1）不動産ファンド事業

　当社グループの不動産ファンド事業では、低金利下での投資家の強い投資ニーズをとらえ、収益還元価格まで

下落した不動産等を金融商品として提供し、投資家から預かった資金を幅広い選択肢の中から、より優良な資産

に投資していく不動産投資アドバイス業を行っております。

　当社グループでは、ファンドの営業者となる国内有限会社または株式会社（以下、「ＳＰＣ」といいます。）

を、ＳＰＶ（投資ビークル）として新規に設立し、日本の商法に規定される匿名組合を利用して出資者を募り、

それらを組合員とするファンドの組成を行います。商法上の匿名組合では、組合員は出資金返還請求権と利益配

当請求権を有するのみで経営には参加せず、ファンド運営は匿名組合の営業者に委託されます。匿名組合の営業

者であるＳＰＣは、運用会社である当社の指示により、不動産信託受益権に投資を行います。

　当社グループが組成するファンドでは、匿名組合の営業者であるＳＰＣは、倒産隔離のために慈善信託を利用

して設立された海外ＳＰＣまたは中間法人法に基づく中間法人を親会社としているため、匿名組合員である投資

家は、運用会社の倒産等によるリスクから隔離されております。

 　当社グループが行うファンド業務は、主に不動産ファンドアレンジメント、ファンドマネジメント（アセット

マネジメントを含む）、投資（エクイティ出資）に大別することができます。

①　不動産ファンドのアレンジメント

　不動産ファンドの組成にいたる前段階として、対象不動産を信託受益権が設定できる物件にアレンジする必要

があります。具体的には、自己ポジションにより、瑕疵のある不動産を購入し、瑕疵物件の修正等を行い、信託

受益権化したうえでファンドへ売却するものであります。なお、販売用不動産のうち、自社ファンドへ譲渡した

不動産については、売却損益を純額で売上高に計上しております。

②　ファンドマネジメント

　ファンドマネジメントでは、投資家の運用ニーズに合わせた運用資産を選定し、ノンリコースローンなどの導

入による利回りの向上を図るよう計画を策定します。

　運用資産の選定については、債権・債務者からの情報取得を得意とし、一般に流出している物件とは異なるルー

トで良質な物件を取得している点にあります。また、金融機関、サービサー、不動産会社等、多岐にわたる業者

とコンタクトを図り、豊富な物件情報の中から、経験を積んだ当社専門スタッフが優良で収益力のある物件を厳

選し、綿密な相対価格交渉と権利調整により物件取得を行っております。

　当社グループでは、競合他社が一般的に敬遠傾向にある債権・債務及び借家権等の権利が輻輳している物件を

得意とし、信託受益権化する前（売渡承諾書取得時より所有権移転段階まで）に健全な権利関係へ修復し、取得

翌日から計画に基づいた修繕・テナントリーシングを実施し、早期に最善の状態へバリューアップを図る技術を

有しております。

　物件を購入する時点で、売却や再投資等のイグジットストラテジー（出口戦略）を策定することにより、ファ

ンドの運用収益の確実性を高めるよう努めており、これまでのデフレ状況下において、物件取得からバリューアッ

プを行い、エンドユーザーへの売却実現（キャピタルゲインの取得）までを最短期間にて複数物件を同時実行し、

絶え間なく次の投資を実施して行く投資方針とそれを実現化していることが当社グループの特徴であります。

　また、アセットマネジメントとは、ファンドが取得した物件のリニューアルや賃料の見直し等、受託資産の利

回りの向上や資産価値の極大化を目的とした資産運営を行うと共に、資産売却に至るまでの運用状況を出資者に

報告する業務であります。当社は、当該業務を行うにあたって、匿名組合の営業者であるＳＰＶと業務委託契約

を締結しており、受託した業務に対して業務委託手数料を受け取っております。

③　投資（エクイティ出資）

　投資（エクイティ出資）では、当社が組成するファンドに対して、当社グループ自らエクイティ出資を行うこ

とにより、当社グループ収益の増加を目的に投資しております。

　なお、平成18年２月末日現在、当社グループは、大きく４つのタイプ、48本の不動産私募ファンドと１つの上場

不動産投資信託（J-REIT）を運用しております。

（資産入替型ファンド）

　資産入替型ファンドでは、大型オフィスビルを避け、評価が安定しているマンション等の住居系不動産及び投

資効率向上が見込まれる中規模物件を中心にポートフォリオを組み、賃料による安定した収入が見込める収益物

件と、キャピタルゲインを得ることが見込める物件を組込んでおります。
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　キャピタルゲインを狙う物件は、比較的早い段階で、売却や再投資等のイグジットストラテジー（出口戦略）

を策定することにより、収益確保を図っております。また、運用資産の売却後、新規物件に再投資していくこと

で、高い投資効率を実現できるように努めております。

（バルク型ファンド）

　バルク型ファンドは、首都圏や大阪圏を中心として大企業等が保有する全国各地の営業所や社宅、保養所、駐

車場、賃貸物件、コンピューターセンター等を運用資産として購入し、期間収入を得ながら売却しキャピタルゲ

インを得ることを目的としたファンドであります。資産入替型同様、高い投資効率を実現できるように努めてお

ります。

（保有型ファンド）

　保有型ファンドは、個別に運用資産を選定・保有し、運用利回りを高めた上で売却し、キャピタルゲインを得

ることを目的としております。

（開発型ファンド）

　開発型ファンドは、不動産の再開発にあたり、既存の建物が存在する状態の土地や若しくは更地の土地を購入

する段階からＳＰＣが信託受益権を購入し、土地代金、解体工事及び建設工事等のプロジェクトに必要となる資

金をすべて匿名組合出資金及びノンリコースローンにより調達し、再開発が完了した後、土地及び建物を売却す

ることによって収益を確保するものであります。

【主な関係会社】アセット・インベスターズ株式会社、株式会社アセット・リアルティ・マネジャーズ

(2）Ｍ＆Ａ事業

①　資産流動化アレンジメント

　資産流動化アレンジメントでは、資産の提供者であるオリジネーターに対して、企業等の財務内容を改善する

ために、保有する本社社屋や商業施設等の不動産を主とする資産を流動化するようアドバイスするフィナンシャ

ルアドバイザー業務、流動化を行うためのストラクチャーの設計作業や資産の優先劣後構造の構築、格付けの取

得等、資産流動化を具体的にアレンジメントするアレンジャー業務、流動化した不動産等を保有しているＳＰＣ

の管理を行うアセットマネジメント業務等を行っております。

②　Ｍ＆Ａアレンジメント

　Ｍ＆Ａアレンジメントは、マーチャント・バンキング事業の主業務であり、特に国内と海外との橋渡しのアレ

ンジを行うクロスボーダーＭ＆Ａ業務を得意としております。具体的には、日本企業より依頼を受けて海外での

業務提携先企業の開拓を行ったり、海外企業の日本進出の支援を行う業務斡旋及び資産斡旋、企業斡旋業務を行っ

ております。

③　企業投資

　当社グループでは、当社グループが組成・出資した企業再生ファンドやＩＰＯ（株式公開）ファンド等のＭ＆

Ａファンドを通じて対象企業に投資を行い、証券化のノウハウと金融技術を駆使することにより対象企業の価値

増大を図っております。投資先の企業価値が増大した時点で、ＩＰＯ（株式公開）や市場売却をすることでキャ

ピタルゲインによる収益を獲得してまいります。

【主な関係会社】アセット・インベスターズ株式会社、有限会社エフ・アール・グロース、

上海亜賽特投資諮詢有限公司、Asset Managers (China) Co., Ltd、

ASC Asset Management Limited、ASC Capital Limited、

Sino-JP Assets Management Co., Ltd、フリット・キャピタル株式会社

(3）不動産事業

　当社グループでは、一般の投資家、事業法人の他、海外投資家及び国内に居住している外国人顧客に対して、

不動産売買業務、仲介業務及び賃貸業務を行っております。また、当社グループがファンド事業にて組成する不

動産ファンドにおいて、物件の状況により、ファンドに組み込むことが出来ないものの、事業採算が見込めると

判断した物件等について、当社グループが自ら購入し、賃貸状況等を改善することによりバリューアップを図っ

た後に不動産を売却する場合があります。その他、連結子会社にて保有する不動産の賃貸業務等があります。
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　なお、本事業につきましては、不動産ファンド事業に付随するものであり、今後、積極的に展開していく予定

はありません。

【主な関係会社】アセット・インベスターズ株式会社、アセット・ロジスティックス株式会社

Ⅱ．ホスピタリティ＆ウェルネス事業

　当社グループでは、「顧客の立場に立って、心を込めて、喜びと満足を感じ取っていただけるサービスの実現」を

使命と認識し、ホスピタリティ＆ウェルネス事業の展開を図っております。

(1）ボウリング事業

　連結子会社である株式会社アセット・オペレーターズにおいて、ボウリング場を中部地区に２箇所、北関東に

１箇所運営しております。

【主な関係会社】株式会社アセット・オペレーターズ

(2）ホテル事業

　連結子会社である株式会社アセット・オペレーターズにおいて、大阪府茨木市、愛媛県松山市にてホテルを運

営しております。なお、当社グループでは、株式会社ＪＡＬホテルズとホテル運営受委託契約を締結し、運営を

委託しております。

【主な関係会社】株式会社アセット・オペレーターズ

(3）スイミングスクール

　連結子会社である株式会社アセット・オペレーターズにおいて、大阪府下２ヶ所でスイミングスクールの運営・

管理を行っております。

【主な関係会社】株式会社アセット・オペレーターズ

(4）その他

　連結子会社であるアセット・ロジスティックス株式会社において、健康センターの運営・管理を行っており

ます。

 【主な関係会社】アセット・ロジスティックス株式会社

Ⅲ．その他の事業

　中国において、繊維事業を行っております。

　【主な関係会社】佛山南海新日紡紡織服飾有限公司
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、マーチャント・バンク（投資銀行）としての情報ネットワークを活用し、高度なスキルを有す

るプロフェッショナルが世界のマーケットにおける様々な裁定取引機会を識別し、ファンドビジネスを展開してお

ります。

　このような事業展開を通じ、当社グループの発展、企業価値の増大を実現させ、株主の皆様をはじめとする全て

のステークホルダーに利益を還元するとともに、世界経済に貢献する日本発のマーチャント・バンクを目指してお

ります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーに対する利益還元を経営の重要課題の一つ

として認識しております。当社では安定的な財務体質の確立と将来の成長に備えて内部留保を図ると同時に、業績

の状況、配当性向等を総合的に勘案し、利益処分を行っております。

　株主の皆様に対しましては、業績に応じて、継続的に配当を行うことを基本方針としております。第６期につき

ましては、１株につき1,800円の期末配当金を予定しております。

　今後につきましては、引き続き現状の財務基盤を固めるとともに、経営成績及び財務状態を勘案しながら、利益

成長に見合った配当を実施していく所存であります。

  (3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

 投資単位の引き下げは、個人投資家の株式市場への参加を促し、株式の流動性を高めるために有用な施策である

と認識しております。当社では平成18年１月10日開催の取締役会において、平成18年２月28日（火曜日）最終の株

主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主、ならびに端株原簿に記載または記録された端株主の所有

株式数または端株数を、１株につき２株の割合をもって分割することを決議いたしました。

　今後におきましても同様の方針とし、株式市況等を勘案しながら実施していく所存であります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループが目標とする経営指標は、自己資本比率及び経常利益の成長率であります。自己資本比率につきま

しては毎期50％を目指し、安定的な財務基盤を確立し、また、経常利益の成長率につきましては、前年比50％の増

加を目標としております。これは、マーチャント・バンク（投資銀行）として、財務の健全性と高い収益率を維持

しながら、ステークホルダーに対する利益還元をしたいとの考えによるものであります。

　当社は、高度なノウハウを有する社員による少数精鋭主義による効率的な資源配分を徹底し、市場の動向に即し

た最適な資金調達を実行しながら事業拡大を目指す所存であります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

①　マーチャント・バンキング事業

　不動産ファンド事業については、不動産流動化及び証券化のノウハウを進化させ、例えば建物の完成前に開発

用土地の取得代金や建設費用等のプロジェクト資金を市場から調達する「開発型ソリューション」事業を強化す

る等、今後ともこれまでの実績を生かした開発型案件の取組みを拡大していく予定であります。

　また、エクイティ出資者としても積極的に自己投資ポジションを拡大させ、収益機会の拡大を図る所存であり

ます。

　Ｍ＆Ａ事業については、企業再生ファンドやＩＰＯファンドを活用したＭ＆Ａ事業を拡大していきたいと考え

ております。また、同事業については、日本国内に限らず、経済成長が著しい中国を中心としたアジア・パシ

フィック地域での展開を強化し、収益の拡大と地域経済への貢献を目指す所存であります。

②　ホスピタリティ＆ウェルネス事業

　ホスピタリティ＆ウェルネス事業においては、ボウリング事業、ホテル事業、スイミングスクール事業等を当

社のグループ会社において営んでおりますが、今後もマーチャント・バンキング事業において取組む不動産ファ

ンド事業やＭ＆Ａ事業等との相乗効果が得られる事業に取組んでいく方針であります。

(6）会社が対処すべき課題

　当社グループは、マーチャント・バンク（投資銀行）としての情報ネットワークを活用し、高度なスキルを有す

るプロフェッショナルが世界のマーケットにおける様々な裁定取引機会を識別し、ファンドビジネスを展開してお

ります。

　当社グループといたしましては、新しい業種や業態との協業を通じて、投資対象を長期的かつ安定的に確保し、

更なるファンド受託資産の積み上げを図ることで、一層の業容拡大を目指す所存であります。
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　また、このような業容拡大に対応して、優秀な人材を積極的に確保しつつ、組織・人員体制の充実や内部管理体

制の整備を行うことで、案件発掘能力の強化のみならず、リスク管理能力の強化をも図っていく所存であります。

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

　当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の重要なテーマと認識しております。「経営の透明性と

健全性の確保」、「迅速かつ適切な情報開示」という２つの方針に基づいて、ステークホルダー重視による企業経

営の推進及び開示情報の質の向上に努めております。

①　経営の透明性と健全性の確保

　当社では、事業活動による利益の獲得を通じて長期的観点から株式価値の増大を図るべきであると考えており、

株主及びステークホルダー（利害関係者）と良好な関係を保ちつつ、企業発展を目指してまいります。

 当社を取り巻く経済環境の変化にいち早く対応し、迅速な経営判断を機動的に実行するために、定例取締役会を月

１回開催し、全取締役が出席し業務執行に関する意思決定を行うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催すること

で、意思決定の迅速化を図っております。

　また、取締役の管掌部門をより明確にすることで、権限と責任をはっきりさせると共に、収益に対する貢献度や

信賞必罰を鮮明にしております。１年毎の取締役改選や役員退職慰労金制度の廃止など、経営陣がステークホルダー

からの評価を定期的に受ける体制を整えることにより、経営の透明性を図っております。

　さらに、取締役会その他重要な会議に各監査役が出席することで、経営に対する監視機能を強化するとともに、

常時社内を監視できる状況を構築しており、経営の健全性を確保しております。

　なお、当社では、外部の顧問弁護士や公認会計士と複数の顧問契約を行っており、重要なコンプライアンスに関

する事項については、専門家に相談し、検討を実施することで、リスクマネジメントにも細心の注意を払う体制を

整えております。

②　迅速かつ適切な情報開示

　適時開示規則に沿った開示内容に加えて、積極的に投資家説明会の開催やわかりやすい説明会資料の配布等を行っ

ております。取引所への開示後速やかに自社ホームページにおいて開示することで、公平性・迅速性を図っており

ます。

③　役職員に対するコンプライアンス意識の強化

　少人数での企業運営を行っていることから、取締役を中心とした従業員の日常のモニタリング（業績報告制度等）

を通じて、高いビジネス倫理観の維持とコンプライアンスを意識する体制を整備し、レベルアップを図っております。

④　コーポレート・ガバナンスの充実に向けての最近１年間の取組状況

　当社では、業務執行ラインから完全に独立した内部監査機能を有する調査室を設置するとともに、企業行動の指

針・行動規範を新たに制定しました。また、コンプライアンス及びリスク管理体制の整備のため、取締役会の内部

にコンプライアンス・リスク管理委員会を設置するとともに、社外の弁護士と連携した内部通報制度を創設しました。

　当社は、平成18年５月に委員会設置会社に移行することを計画し、そのための準備を行っております。これは、

経営の監督と執行の機能分離を行い、積極的な社外取締役の登用により、経営の健全性・透明性を確保を強化する

とともに、業務執行の迅速な意思決定を確保することにより、経営環境の変化に適切な対応を行おうとするもので

あります。

(8）親会社に関する事項

　　　該当事項はありません。
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(9）その他

　当連結会計年度において、当社グループにおける子会社等各社の位置づけは以下のとおりになっております。

名称 住所 資本金 主要な業務内容
議決権等の
所有割合
（％）

摘要

（連結子会社）

アセット・インベスターズ株

式会社

 

愛知県

名古屋市
3,231,788千円

 

マーチャント・バンキング事

業及びホスピタリティ＆ウェ

ルネス事業

56.29

(56.29)

（注）１

（注）２

株式会社エフ・アール・ホー

ルディング

東京都

千代田区
10,000千円

マーチャント・バンキング事

業
100.00  

株式会社アセット・リアル

ティ・マネジャーズ

東京都

千代田区
164,500千円 同上

60.00

(15.00)
（注）１

有限会社エフ・アール・グ

ロース

東京都

千代田区
30,000千円 同上 90.00  

株式会社アセット・オペレー

ターズ

東京都

千代田区
220,000千円

ホスピタリティ＆ウェルネス

事業

100.00

(100.00)
（注）１

有限会社レッドロック・イン

ベストメント

東京都

千代田区
3,000千円

マーチャント・バンキング事

業
100.00  

アセット・ロジスティックス

株式会社

東京都

千代田区
20,000千円

マーチャント・バンキング事

業及びホスピタリティ＆ウェ

ルネス事業

100.00  

アセット証券株式会社
東京都

港区
105,000千円

マーチャント・バンキング事

業 
100.00  

アセット・ファイナンス株式

会社

東京都

千代田区
285,000千円 同上 100.00  

上海亜賽特投資諮詢有限公司
中国

上海市
1,000千USドル 同上 100.00  

Asset Managers (China) 

Co., Ltd

中国

香港
300千香港ドル 同上

70.00

(70.00)

（注）１

（注）３

ASC Asset Management 

Limited

中国

香港
１香港ドル 同上

70.00

(70.00)
（注）１

ASC Capital Limited
中国

香港
１香港ドル 同上

70.00

(70.00)
（注）１

Asset Managers (Ｔaiwan) 

Co., Ltd

台湾

台北市
60,000千NTD 同上 100.00 （注）１

佛山南海新日紡紡織服飾有限

公司

中国

佛山市南海区
4,473,294元 その他の事業

100.00

(100.00)
（注）１

その他１１社
 

 
  

 

 
 

(関連会社）

フリット・キャピタル株式会

社

東京都

港区
10,000千円

マーチャント・バンキング事

業

35.00

(10.00)
（注）１

Sino－JP Assets Management 

Co., Ltd

英領

ケイマン島
100USドル 同上

49.00

(25.00)
（注）１

その他４社
 

 
  

 

 
 

　（注）１．議決権の所有割合の（　）内の数値は、間接所有割合であります。

２．有価証券報告書提出会社であります。

３．この他にPreferred Share 35,141千USドル及び35,322千香港ドルが資本金に計上されております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済環境は、企業収益の改善や設備投資の増加に加え、雇用情勢にも改善傾向の広

がりが見られたため、個人消費も底堅く推移し、景気は回復基調を辿りました。　

　当社グループの事業領域であるマーチャント・バンキング（投資銀行）ビジネスにおきましては、首都圏をはじめ

として不動産価格の上昇傾向が強まるとともに、都市部を中心に賃料も上昇に転じるなど不動産賃貸市場にも回復の

兆しが見え始めました。また、不動産投資信託（J-REIT）も上場銘柄数や時価総額は引き続き増加傾向にあり、平成

18年２月末日までに29本が上場しており、市場規模も３兆円を超え拡大を続けております。

　このような環境下において、当社グループは、世界ベストテンの投資銀行を目指し、これまで築いてきた情報ネッ

トワークとノウハウを活用し、ファンドビジネスを加速させてまいりました。

 　また、連結子会社である株式会社アセット・リアルティ・マネジャーズが運用するイーアセット投資法人が平成17

年９月に東京証券取引所に上場し、事業規模も引き続き拡大しております。

　この結果、当連結会計年度における売上高につきましては前期比191.0％増の22,538百万円、経常利益につきまして

は前期比116.6％増の8,480百万円、当期純利益につきましては前期比92.6％増の4,617百万円となりました。

　業務別の概況、業績は次のとおりであります。

①　マーチャント・バンキング事業

　不動産ファンド事業におきましては、年間を通じて積極的に不動産を取得し、不動産ファンドの受託資産の積み

上げを加速させました。その結果、平成18年２月末現在の不動産ファンドの受託資産は3,339億円（イーアセット投

資法人を含む。）と大幅に増加したため、手数料収入が増加したほか、ファンド運用資産の売却益にかかる成功報

酬や、当該ファンドへの自己投資に対する配当収入が大きく業績に寄与いたしました。

　また、Ｍ＆Ａ事業におきましても、前期・当期に取得した株式の一部を売却し、損益は堅調に推移いたしました。

　不動産事業につきましては、当社が組成したファンドへ組み込む予定であった物件の一部を第三者に売却したた

め、大きく業績に寄与いたしました。

　その結果、当連結会計年度におけるマーチャント・バンキング事業における売上高につきましては前期比220.3％

増の19,915百万円となりました。

②　ホスピタリティ＆ウェルネス事業

　ホテル事業におきましては、ホテル日航茨木大阪では客室稼働率も上昇したほか、レストラン・宴会部門の収益

も改善いたしました。また、平成17年12月には、新たにホテルJALシティ松山を買収し、事業規模の拡大を図ってお

ります。

　スイミング・スクール事業におきましては、会員収入による安定的な収益を確保しております。

　ボウリング事業におきましては、平成17年７月に茨城県坂東市に、複合アミューズメント施設「AMPLEX坂東」の

新規出店を行い、事業規模の拡大を図っております。

　その結果、当連結会計年度におけるホスピタリティ＆ウェルネス事業における売上高につきましては前期比

84.9％増の2,784百万円となりました。

③　その他の事業

中国における繊維事業の売上高につきましては、前期比304.9％増の83百万円となりました。

(2）財政状態　

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、19,983百万円となり、前連結会計年度

の末の10,228百万円より9,754百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローとそれらの要因は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動により使用した資金は、34,621百万円となりました。これは、税金等調整前当期

純利益が8,749百万円あったものの、法人税等の支払いが2,258百万円あったことに加え、たな卸資産の増加19,136百

万円、営業投資有価証券の増加14,488百万円、営業出資金及び営業貸付金の増加9,267百万円等の支出が上回ったこと

によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、3,194百万円となりました。これは主に、投資有価証券の

取得による支出が2,016百万円、有形固定資産の取得による支出が896百万円ならびに無形固定資産の取得による支出

が320百万円あったこと等によるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、47,630百万円となりました。これは主として、長期・短

期借入金の返済による支出が6,092百万円あったものの、長期・短期借入による収入が28,222百万円、社債の発行によ

る24,850百万円の資金調達等を行ったことによるものであります。

(3）事業等のリスク

　以下において、当社及び連結子会社の事業の展開上、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えら

れる主な事項を記載しております。なお、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資家の投

資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。

　なお、ここに記載したリスク以外にも、当社グループ及び当社グループを取り巻く環境には様々なリスクを伴っ

ており、ここに記載したものが全てではありません。

また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、将来そ

の通りに実現する保証はありません。

 (a）Ｍ＆Ａ事業について

①　企業投資について

　当社グループのＭ＆Ａ事業における企業投資は、将来性のある企業の株式等を取得した後に、経営資源の投入　

による支援を行うことでバリューアップを図り、企業価値を向上させた後、株式等の売却によって営業収益を獲得

することを目的とする業務であります。

　当社グループのＭ＆Ａ投資は、直接投資先の株式等を取得する場合、当社が設立したＳＰＣ（特別目的会社）を

通じて行われる場合、当該ＳＰＣへの匿名組合出資により行われる場合等、その形態は様々であります。

②　企業投資の連結会計上の取扱いについて

　当社グループのＭ＆Ａ事業における企業投資は、当該事業における営業投資であるという実態を明瞭に表示する

ため、営業投資目的以外の「投資有価証券」、「有価証券」及び「出資金」とは区別して、それぞれ「営業投資有

価証券」及び「営業出資金」として「流動資産の部」にまとめて表示しております。また、営業投資として取得し

た有価証券等を売却した場合の売却損益及び投資対象から受け取る配当や受取利息については、営業損益として計

上することとしております。

　これは、投資先の企業を当社グループの傘下に入れ支配することを目的とせず、営業取引で投資育成を目的とし

て株式を取得・保有し企業価値の向上を図った後、有価証券等の売却により収益を得ることを目的にしているから

であります。従って、営業投資により取得した企業の株式については、当社グループの子会社、または関連会社と

はしておりません。

(b）当社グループの業績推移等について

　当社は、設立後６年が経過した社歴の浅い会社であり、十分な期間にわたる財務数値が得られない上、連結子会

社が増加したことにより、営業収益の構成内容・構成比率の変化が大きいことから、期間業績比較を行い難く、こ

のため、過年度の財政状態及び経営成績をもって、今後の当社グループの業績の方向性、利益等の成長性を判断す

るには不十分な面があります。

(c）当社グループの事業を取り巻く経営環境について

①　不動産市況の動向

　当社グループの事業において、不動産市況の動向は、他の経済指標と比較して重要性が高いものとなっておりま

す。当社グループは、不動産流動化及び不動産ファンドのストラクチャーを構築する際に、長期的かつ安定的に収

入を得られるようなスキームを組成すると共に、不動産のデュー・デリジェンスを精緻に行うこと等により、不動

産市況の動向が、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼさないよう細心の注意を払っております。し

かし、不動産市況が著しく変動した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 ②　不良債権処理の動向

　当社グループの事業において、金融機関等からの不良債権処理にかかわる案件のストラクチャーを構築すること

があります。その場合には、金融機関等の不良債権処理の動向に密接にかかわってきます。今後は、景気、金利、

為替動向等により、状況が変化し、不良債権の処理額が減少した場合には、有利な案件の減少、アセットマネジメ

ント物件の減少等を通じて、当社グループの事業に影響し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。

③　災害等の影響

　当社グループの事業において、不動産ファンドに複数の匿名組合出資をしております。現状、ファンドに組み込

まれた物件は関東エリアを中心に日本全国に存在しており、この地域が大規模な地震や津波等の災害に見舞われて
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物件の価値が毀損し出資金が回収できない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。

④　株式市況の動向

　当社グループの事業において、国内外の株式等を対象として投資しております。このため、株式市場における株

価動向は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、株式公開又は売却等が

見込める企業を前提として、未公開株式等も投資対象としておりますが、株式公開や売却の時期がイグジットスト

ラテジーにおける見込みと大幅に異なる可能性があります。また、投資対象企業の株式公開が実現した場合でも、

ロックアップ契約等によって上場後一定期間売却が制限されることがあり、その間に株価が下落した場合は、当社

グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、投資対象の株式等を当該株式等の取得原価を上回る価額で株式市場等において売却できる保証はなく、期

待されたキャピタルゲインが実現しない可能性、投資資金を回収できない可能性、キャピタルロス又は評価損が発

生する可能性があります。

⑤ 金利の上昇

　当社グループの事業において、各エクイティ投資家による出資のほか、金融機関等からの借入（ノンリコース

ローン）により資金調達しておりますので、将来において、金利水準が上昇した場合には、資金調達コストの増加、

顧客投資家の期待利回りの上昇、不動産価格の下落等の事象が生ずる可能性があり、当社グループの財政状態及び

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　外国為替の変動

　当社グループは、香港・上海等に現地法人を設立し、また、国外において投資ファンドを組成しており、日本国

内に限らず、中国を中心としたアジア・パシフィック地域での投資活動を行っております。これらの投資は、米国

ドル又は現地通貨を中心とした通貨建てになっております。外国為替相場の動向によっては、当社グループの財政

状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。なお、この影響を極力回避するため、為替予約、外貨建て借

入を利用して相場変動に対するリスク・ヘッジを行っております。

⑦　国際情勢の変化

　海外で事業展開におきましては、現地の法令・商習慣等に即した経営活動の実践に努めておりますが、海外にお

ける予想しない法律または規制の変更、政治または経済情勢の急変、人材の採用と確保の難しさ、為替レートの変

動による業績への影響、テロ・戦争その他の要因による社会的混乱などのリスクが内在しており、これらの事態が

発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当社グループでは近年経済成長が著しい中国に注目しております。中国への投資は、流動性がある香港市

場等の上場会社の株式や転換社債を通じて間接的に行っており、中国本土への直接投資は少額であります。

(d）競合について

 ①　マーチャント・バンキング事業

　不動産ファンド事業につきましては、不動産投資及び金融に関する高い専門能力と知識、経験が不可欠でありま

すが、当社グループと同様の事業を展開している企業は近年増加しております。不動産投資信託（J-REIT）の上場

をはじめとする不動産投資市場の成長に伴い、新たに参入してくる他社との競合が激化すると予想され、投資対象

となる収益不動産の確保ができなかった場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。また、将来的に案件の獲得競争や各種手数料の価格競争等を通して、当社グループの財政状態及び経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。

　また、Ｍ＆Ａ事業につきましては、大手金融機関による業務拡大、事業会社の投資会社への業態変換、その他企

業の新規参入等により、案件の獲得競争や各種手数料の価格競争等など、競争が激化する可能性があります。その

結果、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②　ホスピタリティ＆ウェルネス事業

　ボウリング事業につきましては、他のボウリング場の出退店動向のみならず、ゲームセンター、カラオケ、ビリ

ヤード場等、他のレジャー施設の出退店動向にも影響されます。景気動向や消費者の嗜好の変化によって、当社グ

ループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　ホテル事業につきましては、ホテルの軒数は年々増加しており、新規・既存のホテルとの競争の激化が予想され

ます。当社グループといたしましては、ホテルの改装工事やサービス面での見直しを行い、集客を強化していく方

針ではありますが、ハード面やソフト面の見直しが充分にできなかった場合、当社グループの財政状態及び経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。また、ハード面やソフト面での見直しが順調に行われた場合でも、人件費や

設備コスト等固定費が一時的に増加する場合も想定され、その場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。

　スイミングスクール事業につきましては、出店地域での競合状況や景気動向などの外部要因の変化により、当初
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計画しておりました会員数及び売上高が見込めない場合、または当社グループより低コストで質の高いサービスを

提供する企業の進出により、当社グループの会員数が減少することになった場合、事業拡大に伴うコストが増大し、

当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(e）当社の事業体制について

①　小規模組織であること

　当社は平成18年２月28日現在、取締役10名、監査役４名、従業員72名と少人数であり、内部管理体制も当該組織

規模に応じたものとなっております。当社は、より組織的な社内管理体制を整備・運用するように、今後とも外部

からの採用を含めた人材育成、内部管理体制及び業務遂行体制の強化を図る所存でありますが、急激な業務拡大が

生じた場合、充分な人的・組織的対応が取れない可能性があります。その場合、当社グループの財政状態及び経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。

②　人材の確保について

　当社の営む各業務は、いずれも、高度な知識と数々の経験に基づく能力を有する人的資本により成り立っており、

当社の成長速度に見合った人材の確保が経営上の重要な課題となっております。当社では、今後も事業拡大に伴い、

積極的に優秀な人材を採用していく方針であります。しかしながら、役員はもとより、各従業員に業務遂行上の支

障が生じた場合や社外に流出した場合、又は当社の求める人材が十分に確保できなかった場合、今後の事業展開も

含めて事業拡大及び将来性に影響を与える可能性があります。

　また、人材の獲得が順調に行われた場合でも、人件費、設備コスト等固定費が増加する場合も想定され、その場

合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(f）特有の法的規制について

　当社グループの主要な事業にかかる法的規制は以下のようなものがあります。当社グループでは、法的規制の遵守

を徹底しており、これまで行政処分を受けたことはありませんが、今後、何らかの理由により当社グループが行政処

分を受けた場合には、当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

①　宅地建物取引業法

　不動産の販売、賃貸、仲介を行うには「宅地建物取引業法」に基づく免許が必要であり、当社グループ各社が必

要に応じて同免許を取得しておりますが、何らかの理由により業務停止命令あるいは免許取消処分を受けた場合等

には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。 

　また、不動産ファンド事業において、投資信託委託業又は投資法人資産運用業のいずれかを営もうとする者（投

資信託委託業者）は、「宅地建物取引業法」に基づく都道府県知事の免許及び一任取引を行うための国土交通大臣

の許可取得が義務付けられており、当社グループ各社が必要に応じて同免許を取得しておりますが、何らかの理由

により業務改善命令あるいは免許取消処分を受けた場合等には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があ

ります。

②　貸金業の規制等に関する法律

　金融機関を含めた外部関係者との資金調達に係る調整業務を行うため、貸金斡旋業にあたる可能性があるとの考

えから、「貸金業の規制等に関する法律」に基づく登録が必要であり、当社グループ各社が必要に応じて同免許を

取得しておりますが、何らかの理由により業務停止命令あるいは免許取消処分を受けた場合等には、当社グループ

の業績に悪影響を与える可能性があります。

③　証券取引法及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律

　有価証券の投資助言を営業として営む場合には、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく

登録が必要であり、当社グループ各社が必要に応じて同免許を取得しておりますが、何らかの理由により業務改善

命令あるいは登録取消処分を受けた場合等には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。 

④　信託業法

　信託の受益権の販売又はその代理若しくは媒介を行う営業を営む場合には「信託業法」に基づく内閣総理大臣の

登録が必要であり、当社グループ各社が必要に応じて同免許を取得しておりますが、何らかの理由により業務改善

命令あるいは登録取消処分を受けた場合等には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。 

⑤　投資信託及び投資法人に関する法律

　不動産ファンド事業において、投資信託委託業又は投資法人資産運用業のいずれかを営もうとする者（投資信託

委託業者）は、内閣総理大臣の認可を受ける必要があり、必要に応じて、当社グループ各社が必要に応じて同免許

を取得しておりますが、何らかの理由により業務改善命令あるいは認可取消処分を受けた場合等には、当社グルー

プの業績に悪影響を与える可能性があります。 

⑥　資産の流動化に関する法律

　日本国内においてＳＰＣ（特別目的会社）を設立するには、「資産の流動化に関する法律」に基づく特定目的会

社、商法に基づく株式会社、有限会社法に基づく有限会社のいずれかを利用することになります。「資産の流動化
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に関する法律」上の特定目的会社を設立して、資産流動化を行う場合には、「資産の流動化に関する法律」の規制

を受けることになります。 

⑦　不動産特定共同事業法

　任意組合型、匿名組合型、共有持分による賃貸型で、複数の投資家から出資を募り、現物不動産への投資を行い

共同で資産を運用し、当該事業から得られた収益を投資家に分配する事業を行う場合には、「不動産特定共同事業

法」の規制を受けることになり、内閣総理大臣及び国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

⑧　ボウリング事業

　ボウリング場を運営するには、「不当景品類及び不当表示防止法」や「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律」等の規制を受けます。 

⑨　ホテル事業

　ホテルを営業するには、「旅館業法」に基づく営業許可及び「建築基準法」、「消防法」等関連法令の規制を受

けます。

⑩　スイミングスクール事業

　プールの施設の建設は、「建築基準法」において、工業地域、準工業地域、商業地域、近隣商業地域、準住居地

域、第二種住居地域では、条件付で認められております。また、プールを営業するには、各地域の条例により営業

許可が必要になります。

(g）営業者の営業状況並びに財産状況について

①　連結会計上の取扱いについて

　当社グループの不動産ファンド事業は、商法上の匿名組合を用いて出資を募り、ＳＰＶ（投資ビークル）である

有限会社又は株式会社を匿名組合の営業者として設立し、当社と業務委託契約を締結した上で運営しております。

これらの会社は、運用会社である当社からの指図を受けて不動産ファンドの運用を行っており、投資スキーム上必

要不可欠な会社であります。

　連結の範囲に関しましては、当社グループの属する業界が成長段階で未成熟な状態であるため、わが国における

投資ビークルに対する会計慣行が十分に定まっておりません。現在のところ、当該ＳＰＶ毎に当社グループの匿名

組合出資比率や、当該ＳＰＶに対する支配力等の影響度合いを鑑み、個別に子会社及び関連会社の範囲について決

定しております。

　当社グループの組成するファンドのＳＰＶにつきましては、倒産隔離のために、中間法人又は英領西インド諸島

ケイマン島にあるＳＰＣが議決権の100％を所有しております。これらはすべて、当社が組成するファンド運営の

ための特別目的会社として設立されたものの、まだファンドが組成されていないため事業を行っていない会社、も

しくは特別目的会社に該当する会社でありますので、「財務諸表等規則第８条第４項及び第７項」により子会社と

しておりません。

　今後、投資案件が増加する毎に、これらの形態でＳＰＶを設立する可能性があり、わが国において会計慣行に基

づく一定のルールが形成され、当社の会計処理方法に変更が生じた場合には、ＳＰＶとして設立された関係会社に

ついて、当社グループの連結の範囲に変更が生じる可能性があります。

②　各ファンドの投資家及びテナントに対する守秘義務

　当社は、不動産ファンドの運用を行うために、主に匿名組合方式による出資を募っております。当該匿名組合出

資者及び運用対象の資産に入居するテナントとの間に守秘義務契約があります。

　ＳＰＶが保有する不動産物件や運用資産残高等の情報は、ファンド運用の成否にかかわり、当社グループの業績

を把握する重要な要素となっておりますが、守秘義務契約のため、当社株主は当社グループの業績に影響を及ぼす

ファンド決算、ファンドが保有する不動産物件、その取得や売却の状況、運用資産残高等の情報を得ることができ

なくなっております。

(4）次期（平成19年２月期）の見通し

　今後の経済情勢につきましては、原油価格の動向が内外経済に与える影響等には留意する必要があるものの、企業

収益の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれます。　

　当社グループは、マーチャント・バンク（投資銀行）としての情報ネットワークを活用し、高度なスキルを有する

プロフェッショナルが世界のマーケットにおける様々な裁定取引機会を識別し、ファンドビジネスを展開しておりま

す。　

　当社といたしましては、安定的な財務体質を確立し、自己資本の充実を図りつつ、早期に経営基盤を強化すること

で、引き続き、収益の拡大につとめ、株主をはじめとするステークホルダーに対する利益還元につなげていく所存で

あります。　
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　なお、平成19年２月期の業績につきましては、連結売上高24,800百万円、連結経常利益14,000百万円、連結当期純

利益7,800百万円を予想しております。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※２ 10,349,896 20,133,181

２．受取手形及び売掛金 670,334 537,320

３．たな卸資産
※２
※３

2,220,666 21,288,737

４．営業投資有価証券
 ※２

 ※６
7,978,357 26,720,087

５．営業出資金  ※６ 15,000 4,525,906

６．営業貸付金  ※６ 2,020,630 6,986,800

７．有価証券 2,532,765 －

８．出資金 209,500 －

９．繰延税金資産 9,388 25,198

10．その他の流動資産 1,280,570 1,415,912

貸倒引当金 △475 △641

流動資産合計 27,286,633 93.0 81,632,503 93.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物 ※２ 527,172 1,092,459

減価償却累計額 △96,998 430,173 △147,774 944,684

(2)機械装置 111,710 119,136

減価償却累計額 △29,336 82,374 △37,031 82,105

(3)土地 ※２ 822,288 1,040,457

(4)その他の有形固定資産 98,652 142,880

減価償却累計額 △44,857 53,795 △55,351 87,528

有形固定資産合計 1,388,631 4.7 2,154,776 2.5

２．無形固定資産

(1)連結調整勘定 107,260 48,660

(2)その他の無形固定資産 4,857 260,964

無形固定資産合計 112,117 0.4 309,625 0.4

－ 15 －



前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券
※１
※２

461,314 2,575,889

(2)繰延税金資産
 
 

－ 1,099

(3)その他の投資その他の
資産

117,996 916,400

貸倒引当金 △8,975 －

投資その他の資産合計 570,336 1.9 3,493,389 4.0

固定資産合計 2,071,085 7.0 5,957,791 6.8

資産合計 29,357,719 100.0 87,590,294 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 100,247 160,573

２．短期借入金 ※２ 1,444,083 16,610,857

３．１年以内返済予定長
期借入金

※２ 1,633,068 3,424,605

４．未払法人税等 1,224,833 2,838,910

５．繰延税金負債 67,346 240,774

６．賞与引当金 － 15,277

７．預り保証金 － 703,706

８．その他の流動負債 599,717 1,400,954

流動負債合計 5,069,295 17.3 25,395,660 29.0

Ⅱ　固定負債

１．新株予約権付社債 40,000 5,010,000

２．長期借入金 ※２ 5,901,023 9,164,337

３．ノンリコースローン
 ※２

 ※３
－ 2,100,000

４．繰延税金負債 832,339 956,226

５．その他の固定負債 73,207 632,421

固定負債合計 6,846,569 23.3 17,862,984 20.4

負債合計 11,915,865 40.6 43,258,645 49.4

（少数株主持分）

少数株主持分 1,903,014 6.5 3,658,705 4.2

－ 16 －



前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 6,322,351 21.5 16,364,622 18.7

Ⅱ　資本剰余金 6,168,608 21.0 16,210,868 18.5

Ⅲ　利益剰余金 3,051,062 10.4 6,982,274 8.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 51,317 0.2 1,086,164 1.2

Ⅴ　為替換算調整勘定 △28,345 △0.1 65,445 0.1

Ⅵ　自己株式 ※５ △26,154 △0.1 △36,431 △0.0

資本合計 15,538,839 52.9 40,672,943 46.4

負債、少数株主持分及び資
本合計

29,357,719 100.0 87,590,294 100.0

－ 17 －



(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 7,744,364 100.0 22,538,732 100.0

Ⅱ　売上原価 800,477 10.3 8,559,245 38.0

売上総利益 6,943,887 89.7 13,979,487 62.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,674,217 34.5 4,718,286 20.9

営業利益 4,269,670 55.2 9,261,201 41.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,724 23,113

２．受取配当金 5,819 4,010

３．雑収入 9,875 17,418 0.2 95,303 122,427 0.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 192,230 555,209

２．新株発行費 92,925 137,287

３．社債発行費 32,533 28,067

４．開業費 29,329 205

５．為替差損 6,282 102,328

６．雑損失 18,011 371,312 4.8 80,395 903,494 4.0

経常利益 3,915,775 50.6 8,480,134 37.6

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 17,578 144,076

２．役員退職慰労引当金
取崩益

29,190 －

３．持分変動利益 348,205 208,165

４．その他 957 395,931 5.1 396 352,638 1.6

Ⅶ　特別損失

１．投資有価証券評価損 4,999 19,999

２．ゴルフ会員権評価損 430 －

３．ゴルフ会員権売却損 1,762 －

４．固定資産除却損 ※２ 2,544 1,908

５．前期損益修正損 － 16,077

６．役員退職慰労金　　　　
　　

－ 10,111

７．販売用不動産評価損 － 9,737 0.1 35,675 83,773 0.4

－ 18 －



前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

税金等調整前当期純利益 4,301,969 55.6 8,749,000 38.8

法人税、住民税及び事業税 1,603,595 3,872,710

法人税等調整額 97,832 1,701,427 22.0 △302,089 3,570,621 15.8

少数株主利益 202,633 2.6 561,136 2.5

当期純利益 2,397,909 31.0 4,617,242 20.5

－ 19 －



(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 976,377 6,168,608

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．公募増資による剰余金増
加高

2,397,300 －

２．株主割当増資による剰余
金増加高

530,788 －

　３．第三者割当増資による剰
余金増加高

831,700 －

　４．新株予約権の行使による
剰余金増加高

1,397,455 10,041,953

　５．新株引受権の行使による
剰余金増加高

34,986 5,192,230 306 10,042,259

Ⅲ　資本剰余金期末残高 6,168,608 16,210,868

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 934,643 3,051,062

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 2,397,909  4,617,242  

２．連結除外による利益

　　　　剰余金増加高 
－ 2,397,909 51,103 4,668,345

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 251,466 631,960

２．役員賞与 30,000 104,349

３．連結子会社増加による
剰余金減少高

23 281,490 824 737,134

Ⅳ　利益剰余金期末残高 3,051,062 6,982,274

－ 20 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前当期純利益 4,301,969 8,749,000

減価償却費 60,428 240,778

連結調整勘定償却額 29,954 24,049

賞与引当金の増加額 － 15,277

役員退職慰労引当金の減少
額

△29,190 －

貸倒引当金の増減額 278 △8,809

受取利息及び受取配当金 △7,543 △27,124

支払利息 192,230 555,209

為替差損 6,282 102,328

新株発行費 92,925 137,287

社債発行費 32,533 28,067

開業費 29,329 205

投資有価証券売却益 △17,578 △144,076

持分変動利益 △348,205 △208,165

有形固定資産売却益 － △721

有形固定資産除売却損 2,544 1,908

投資有価証券評価損 4,999 19,999

ゴルフ会員権評価損 430 －

ゴルフ会員権売却損 1,762 －

売上債権の増減額 △487,337 133,013

たな卸資産の増加額 △2,036,049 △19,136,349

販売用不動産評価損 － 35,675

営業投資有価証券の増加額 △7,978,357 △14,488,561

営業出資金の増加額 △15,000 △4,301,406

営業貸付金の増加額 △2,020,630 △4,966,169

有価証券の増加額 △1,133,270 －

仕入債務の増加額 84,443 60,326

預り保証金の増加額 － 675,924

役員賞与の支払額 △30,000 △113,340

その他 △179,557 831,498

小計 △9,442,606 △31,784,171

利息及び配当金の受取額 7,543 17,827

利息の支払額 △200,591 △596,932

法人税等の支払額 △806,674 △2,258,633

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△10,442,329 △34,621,910

－ 21 －



前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

定期預金の預入による支出 － △150,024

定期預金の払戻による収入 － 121,000

出資金の取得による支出 － △3,000

出資金の売却による収入 － 300

投資有価証券の取得による
支出

△176,977 △2,016,427

投資有価証券の売却による
収入

48,610 253,461

関係会社株式の取得による
支出

△23,505 －

有形固定資産の取得による
支出

△308,598 △896,514

有形固定資産の売却による
収入

209 83,736

無形固定資産の取得による
支出

－ △320,106

その他 1,767 △266,684

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△458,494 △3,194,260

－ 22 －



前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金増加額 970,483 15,166,773

長期借入金の借入による収
入

8,524,102 13,056,000

長期借入金の返済による支
出

△2,195,049 △6,092,678

社債の発行による収入 4,467,466 24,850,867

株式の発行による収入 4,770,163 54,614

自己株式の取得による支出 △25,171 △10,276

配当金の支払額 △251,466 △631,960

少数株主への配当金の支払
額

△31,195 △117,722

少数株主に対する株式の発
行による収入

1,498,974 1,355,000

財務活動によるキャッシュ・
フロー

17,728,307 47,630,616

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△6,282 93,791

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 6,821,200 9,908,237

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 4,297,695 10,228,896

Ⅶ　新規連結による現金同等物の
増加

13,000 2,731

Ⅷ　連結除外による現金同等物の
減少

△903,000 △156,708

Ⅸ　現金及び現金同等物期末残高 10,228,896 19,983,157

－ 23 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数及び名称

連結子会社の数　　　　　　14社

(1)連結子会社の数及び名称

連結子会社の数　　　　　　26社

連結子会社の名称 連結子会社の名称

株式会社エフ・アール・ホールディ

ング

アセット・インベスターズ株式会社

株式会社アセット・リアルティ・マ

ネジャーズ

有限会社エフ・アール・グロース

株式会社アセット・オペレーターズ

有限会社レッドロック・インベスト

メント

上海亜賽特投資諮詢有限公司

Asset Managers (China) Co., Ltd

Sino-JP Assets Management Co., 

Ltd

Sino-JP Fund Co., Ltd

佛山南海新日紡紡織服飾有限公司

アセット・ロジスティックス株式会

社

ASC Asset Management Limited

ASC Capital Limited

上記のうち、株式会社アセット・オペ

レーターズ、有限会社レッドロック・イ

ンベストメントは前連結会計年度では、

自己の計算において議決権の過半数を有

しているにも関わらず子会社に含めてお

りませんでしたが、当連結会計年度より

事業を開始したため連結の範囲に含めて

おります。また、上海亜賽特投資諮詢有

限公司、Asset Managers (China) Co., 

Ltd、Sino-JP Assets Management 

Co., Ltd、Sino-

JP Fund Co., Ltd、佛山南海新日紡紡織

服飾有限公司、アセット・ロジスティッ

クス株式会社、ASC Asset Management 

Limited、ASC Capital Limitedについ

ては当連結会計年度に設立されたため、

それぞれ連結子会社といたしました。

 

アセット・インベスターズ株式会社

株式会社エフ・アール・ホールディ

ング

株式会社アセット・リアルティ・マ

ネジャーズ

有限会社エフ・アール・グロース

株式会社アセット・オペレーターズ

有限会社レッドロック・インベスト

メント

アセット・ロジスティックス株式会

社

アセット証券株式会社

アセット・ファイナンス株式会社

上海亜賽特投資諮詢有限公司

Asset Managers (China) Co., Ltd

ASC Asset Management Limited

ASC Capital Limited

Asset Managers (Taiwan) Co., Ltd

佛山南海新日紡紡織服飾有限公司

有限会社ライラック

有限会社エフ・アール・エンタープ

ライズ

有限会社サクセス・ギャランティ

株式会社片桐企画

有限会社アルウェン

有限会社クレメンタイン

有限会社エムズィー・ファイナンス

有限会社ブレイジング・スカイ

有限会社エオメル

有限会社ケイン

有限会社ジェミニ・キャピタル

アセット証券株式会社、アセット・ファ

イナンス株式会社、Asset Managers 

(Taiwan) Co.,Ltd、有限会社ライラック、

有限会社エオメル、有限会社ケインにつ

きましては、当連結会計期間に設立した

ため連結の範囲に含めております。

－ 24 －



前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有限会社エフ・アール・エンタープライ

ズにつきましては、前連結会計年度は、

自己の計算において議決権の過半数を有

しているにも関わらず子会社に含めてお

りませんでしたが、当連結会計年度より

事業を開始したことから連結の範囲に含

めております。

　当連結会計期間に設立された株式会社

片桐企画、有限会社クレメンタイン、有

限会社ブレイジング・スカイ、有限会社

サクセス・ギャランティ、有限会社アル

ウェン、有限会社エムズィー・ファイナ

ンス、有限会社ジェミニ・キャピタルに

ついては特別目的会社であり、議決権を

有していないものの、実質的に支配して

いると認められるため、当連結会計期間

に連結の範囲に含めております。

　なお、Sino－JP Assets Management 

Co., Ltdは、前連結会計年度に共同出資

者と同社を設立以来、いくつかの投資案

件を手がける中で、当社グループ及び共

同出資者のいずれか一方に支配力がある

のではなく、相互に協力して成果を追求

する関係であることが当連結会計期間に

明確となったことから持分法を適用する

ことといたしました。

　また、Sino-JP Fund Co., Ltdは、ア

ジア地区における営業投資目的の特別目

的会社であることから子会社及び関連会

社に該当しないものとしました。 

(2)非連結子会社

有限会社エクセレント・キャピタル

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、合計

の総資産、売上高、純損益及び利益剰

余金は、連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであります。

(2)非連結子会社

該当事項はありません。

－ 25 －



前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

(3)他の会社等の議決権の過半数を自己の

計算において所有しているにもかかわ

らず子会社としなかった当該他の会社

等の名称

有限会社エフ・アール・エンタープラ

イズ

有限会社エフ・アール・レジデンス

有限会社ライジング・スター

有限会社シティ・ブロンド

有限会社プルミエ・ロワイヤル

有限会社SUNNY INVESTMENT

有限会社レゴラス

有限会社サンダー・ランド

有限会社グッド・ディール

有限会社エイチ・イー・ホールディン

グ

株式会社アセット・ホスピタリティ

株式会社ジェイ・トレジャー

株式会社ティー・トレジャー

株式会社キムラヤ・セレクト

株式会社文久屋

株式会社文化屋

株式会社明和屋

ASSET MANAGERS SG PTE. LTD.

(3)他の会社等の議決権の過半数を自己の

計算において所有しているにもかかわ

らず子会社としなかった当該他の会社

等の名称

有限会社エストレア

有限会社エーアイ・バリュー・パート

ナーズ 

有限会社ネモフィラ 

有限会社エーアイ・スター 

有限会社エンプレオ 

株式会社アセット・ホスピタリティ 

ASSET MANAGERS SG PTE. LTD. 

有限会社マージャー・キャピタル 

有限会社アクア・スプラッシュ 

有限会社リバティ・エール 

有限会社フォーチュン・ロード 

有限会社エスポワール・レジデンス 

有限会社ハイ・パフォーマンス 

有限会社タウラス・キャピタル 

有限会社アリエス・キャピタル 

株式会社ローズミスト 

株式会社ムーンシャイン 

株式会社エイシー・プロパティ 

株式会社アザレア 

株式会社ベルフラワー 

株式会社シートレジャー 

株式会社エストレジャー 

株式会社元禄屋 

株式会社クリムゾン 

株式会社エス・アール・ウエスト 

有限会社アラゴルン

有限会社アラン・ライト 

有限会社エルロンド 

有限会社キャンサー・キャピタル 

有限会社クィーンズ・パーク 

有限会社クロウ・プロパティ 

有限会社サンダー・ランド 

有限会社ジョセフ 

有限会社バルゴ・キャピタル 

有限会社ハルディア 

有限会社フレーテ 

有限会社ラピス 

有限会社リチャード 

有限会社レガロ 

有限会社エフ・アール・キャピタル 

有限会社エクセレント・キャピタル 

有限会社ブイエススリー 

有限会社ブイエスワン 

有限会社マロニエ 

有限会社レオ・キャピタル 

SuperTwelve特定目的会社 
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRY特定目的会社  

WAポートフォリオ特定目的会社  

シティ・ゲート特定目的会社  

シティレジデンシャル特定目的会社  

センチュリープロパティ特定目的会社  

ドライビング・モール特定目的会社  

ナンバーエイト特定目的会社  

ワン・フォー・オール特定目的会社  

芝公園1丁目特定目的会社  

白金高輪駅前特定目的会社  

名古屋タイコー特定目的会社  

子会社としなかった理由 子会社としなかった理由

当社は、上記他の会社の議決権の100％

を所有しておりますが、これらはすべて、

当社が組成するファンド運営のための特

別目的会社として設立されたものの、ま

だファンドが組成されていないため事業

を行っていない会社、もしくは特別目的

会社に該当する会社でありますので、財

務諸表等規則第８条第４項及び第７項に

より子会社としておりません。

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の関連会社の名称

フリット・キャピタル株式会社

(1)持分法適用の関連会社の名称

　 フリット・キャピタル株式会社

Sino-JP Assets Management Co., Ltd.

Sino-JP Assets Management Co., Ltd.

は、前連結会計年度に共同出資者と同社

を設立以来、いくつかの投資案件を手が

ける中で、当社グループ及び共同出資者

のいずれか一方に支配力があるのではな

く、相互に協力して成果を追求する関係

であることが当連結会計期間に明確と

なったことから持分法を適用することと

いたしました。

(2)持分法適用の非連結子会社の数

   該当事項はありません。

(2)持分法適用の非連結子会社の数

  該当事項はありません。 

(3)持分法を適用していない非連結子会社

有限会社エクセレント・キャピタルは、

当期純損益及び利益剰余金等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性

がないため持分法の適用範囲から除外し

ております。

(3)持分法を適用していない非連結子会社

該当事項はありません。

 　

    

 

 

 

(4)持分法を適用していない関連会社の名称

Sino-JP Assets Management Ⅱ Co., 

Ltd.

　有限会社シルバー・フォックス

  株式会社御堂筋開発

  有限会社淡路町開発

 　持分法を適用していない関連会社はそれ

ぞれ連結純損益及び連結剰余金からみて、

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

重要性がないため持分法の適用範囲から

除外しております。
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社14社のうち株式会社エフ・

アール・ホールディング、アセット・イ

ンベスターズ株式会社、株式会社アセッ

ト・リアルティ・マネジャーズ、

Asset Managers (China) Co., Ltd、

ASC Asset Management Limited及び

ASC Capital Limitedの決算日は３月31

日であります。連結財務諸表の作成に当

たって、これらの会社については、

12月31日に決算を行い連結しております。

有限会社レッドロック・インベストメン

トの決算日は８月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たって、上記の

会社については、２月28日に決算を行い

連結しております。

上海亜賽特投資諮詢有限公司、 Sino-

JP Assets Management Co., Ltd、 

Sino-JP Fund Co., Ltd、佛山南海新日

紡紡織服飾有限公司及びアセット・ロジ

スティックス株式会社の決算日は12月31

日であります。

有限会社エフ・アール・グロースの決算

日は１月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たって、これら

の会社については同決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただし、連結決

算日までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行ってお

ります。

連結子会社26社のうちアセット・インベ

スターズ株式会社、株式会社エフ・アー

ル・ホールディング、株式会社アセッ

ト・リアルティ・マネジャーズ、アセッ

ト証券株式会社、Asset Managers 

(China) Co., Ltd、ASC Asset 

Management Limited、ASC Capital 

Limited及び有限会社エフ・アール・エ

ンタープライズの決算日は３月31日であ

ります。連結財務諸表の作成に当たって、

これらの会社については、12月31日に決

算を行い連結しております。

有限会社ライラック、有限会社サクセ

ス・ギャランティ、株式会社片桐企画及

び有限会社エオメルの決算日は５月31日

であります。

有限会社ケインの決算日は７月31日であ

ります。

有限会社レッドロック・インベストメン

トの決算日は８月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たって、これら

の会社については、２月28日に決算を行

い連結しております。

上海亜賽特投資諮詢有限公司、佛山南海

新日紡紡織服飾有限公司、Asset 

Managers (Taiwan) Co., Ltd及びアセッ

ト・ロジスティックス株式会社の決算日

は12月31日であります。

有限会社エフ・アール・グロース、ア

セット・ファイナンス株式会社、有限会

社エムズィー・ファイナンス及び有限会

社ブレイジング・スカイの決算日は１

月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たって、これら

の会社については同決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただし、連結決

算日までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行ってお

ります。
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

４．会計処理基準に関する事

項

(1)重要な資産の評価基準及

び評価方法

(イ)有価証券 (イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、全部

資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

ただし、匿名組合出資金について

は、詳細は「(6)その他連結財務

諸表作成のための基本となる重要

な事項(ニ)匿名組合出資金の会計

処理」に記載しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

同左

(ロ)デリバティブ

　時価法

(ロ)デリバティブ

　　　　　　　同左

(ハ)たな卸資産

　　販売用不動産

個別法による原価法

(ハ)たな卸資産

同左

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産

主として定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

有形固定資産

　 主として定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　　３～50年

機械装置　　　　　　　２～10年

 　　　　　　　　同左

　　

(3)重要な引当金の計上基準 (イ）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

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。

(イ) 貸倒引当金

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

(ロ) 役員退職慰労引当金

―

(ロ) 役員退職慰労引当金

―

（追加情報）

当社の平成17年2月28日開催の取締役会に

おいて、経営陣の業績評価に対応する報

酬を明確にするため役員退職慰労金規程

を廃止することを決議いたしました。こ

れに伴い、役員退職慰労引当金取崩益を

特別利益の部に29,190千円計上しており

ます。

 

 

(4)重要なリース取引の処理方

法

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・

リース取引については、通常の賃貸借取

引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ております。

同左

(5)重要なヘッジ会計の方法 (イ) ヘッジ会計の方法

　　原則として繰延ヘッジ処理によってお

ります。ただし、特例処理の要件を満

たす為替予約、金利スワップについて

は、特例処理を採用しております。

(イ) ヘッジ会計の方法

　　原則として繰延ヘッジ処理によってお

ります。ただし、特例処理の要件を満

たす為替予約、金利スワップ及び金利

キャップについては、特例処理を採用

しております。

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段・・為替予約取引、外貨建

借入金、金利スワップ

取引

 

　　ヘッジ対象・・外貨建金銭債権債務、

子会社株式、借入金

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段・・為替予約取引、外貨建

借入金、金利スワップ

取引、金利キャップ取

引

　　ヘッジ対象・・外貨建金銭債権債務、

営業投資有価証券、借

入金

(ハ) ヘッジ方針

当社の内部規定に基づき、営業活動及

び財務活動における為替変動リスク及

び金利変動リスクをヘッジしておりま

す。

(ハ) ヘッジ方針

同左

(ニ）ヘッジ有効性の評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ

手段の相場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断しており

ます。

(ニ）ヘッジ有効性の評価の方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

(6)その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

(イ）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

なお、控除対象外消費税等は原則当期

の期間費用として処理しておりますが、

資産に係る控除対象外消費税等のうち

一定のものは５年間の均等償却をして

おります。

(イ）消費税等の会計処理

同左

 

(ロ)自社ファンドへ譲渡した不動産につ

いての会計処理

販売用不動産のうち、自社ファンドへ

譲渡した不動産については、売却損益

を純額で売上高に計上しております。

(ロ)自社ファンドへ譲渡した不動産につ

いての会計処理

同左

(ハ) 営業投融資の会計処理

当社グループがＭ＆Ａ事業の営業取引

として営業投資目的で行う投融資(営業

投融資)については、営業投資目的以外

の投融資とは区分して「営業投資有価

証券」「営業出資金」及び「営業貸付

金」として「流動資産の部」にまとめ

て表示しております。また、営業投融

資から生ずる損益は、営業損益として

表示することとしております。

なお、株式等の所有により、営業投資

先の意思決定機関を支配している要件

および営業投資先に重要な影響を与え

ている要件を満たすこともありますが、

その所有目的は営業投資であり、傘下

に入れる目的で行われていないことか

ら、当該営業投資先は、子会社及び関

連会社に該当しないものとしておりま

す。

(ハ) 営業投融資の会計処理

当社グループがＭ＆Ａ事業及び不動産

ファンド事業の営業取引として営業投

資目的で行う投融資(営業投融資)につ

いては、営業投資目的以外の投融資と

は区分して「営業投資有価証券」、「営

業出資金」及び「営業貸付金」として

「流動資産の部」にまとめて表示して

おります。また、営業投融資から生ず

る損益は、営業損益として表示するこ

ととしております。

なお、株式等の所有により、営業投資

先の意思決定機関を支配している要件

および営業投資先に重要な影響を与え

ている要件を満たすこともありますが、

その所有目的は営業投資であり、傘下

に入れる目的で行われていないことか

ら、当該営業投資先は、子会社及び関

連会社に該当しないものとしておりま

す。

（表示方法の変更）

前連結会計年度まで「有価証券」（当

連結会計年度3,918,716千円）、「出資

金」（当連結会計年度4,486,406千円）

に含めていた不動産ファンド事業にお

ける株式会社、有限会社及び有限責任

中間法人への出資等を当連結会計年度

より「営業投資有価証券」、「営業出

資金」にまとめて計上し、その内訳を

注記事項（連結貸借対照表関係※６）

にて開示しております。

この変更は、当社グループの投資銀行

業務の実態を簡潔かつ明瞭に表示する

ためのものであります。
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

(ニ)匿名組合出資金の会計処理

当社グループは匿名組合出資金の会計処

理を行うに際して、匿名組合の財産の持

分相当額を「営業投資有価証券」または

「有価証券」として計上しております。

匿名組合の出資時に「営業投資有価証

券」または「有価証券」を計上し、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「営業投

資有価証券」または「有価証券」に加減

し、営業者からの出資金の払戻について

は「営業投資有価証券」または「有価証

券」を減額させております。

なお、匿名組合出資金は「営業投資有価

証券」または「有価証券」として流動資

産の部に表示しております。

(ニ)匿名組合出資金の会計処理

当社グループは匿名組合出資金の会計処

理を行うに際して、匿名組合の財産の持

分相当額を「営業投資有価証券」または

「営業出資金」として計上しております。

匿名組合の出資時に「営業投資有価証

券」または「営業出資金」を計上し、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「営業

投資有価証券」または「営業出資金」に

加減し、営業者からの出資金の払戻につ

いては「営業投資有価証券」または「営

業出資金」を減額させております。

なお、匿名組合出資金は「営業投資有価

証券」または「営業出資金」として流動

資産の部に表示しております。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については、５年間で

均等償却することとしております。
同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結会計年度中に確定した利益処分に基

づいて作成することとしております。
同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

手許資金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限が到来す

る短期投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

―  当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））および「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これにより損益に与える影響はありません。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

平成16年12月１日に一部施行された「証券取引法等の一部

を改正する法律」（平成16年法律第97号）により、証券取

引法第2条第2項において、投資事業有限責任組合及びこれ

に類する組合への出資を有価証券とみなすこととされたこ

とに伴い、前連結会計年度まで「匿名組合出資金」に含め

ていたみなし有価証券を当連結会計年度より「営業投資有

価証券」又は「有価証券」に計上し、当中間連結会計期間

に発生した「営業匿名組合出資金」又は「匿名組合出資

金」を当連結会計年度より「営業投資有価証券」又は「有

価証券」に計上しております。

この変更により、「営業投資有価証券」及び「有価証券」

はそれぞれ5,392,691千円及び2,394,765千円増加しており

ます。また、前連結会計年度において「匿名組合出資金」

に含まれていたみなし有価証券は1,261,495千円であり、

当中間連結会計期間末において「営業匿名組合出資金」及

び「匿名組合出資金」に含まれていたみなし有価証券は

5,092,800千円であります。

　　　　　　　　　　　　 ―
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

当社は、従来、マーチャント・バンク（投資銀行）を

標榜し、ファンド事業、ソリューション事業を営んで

おりましたが、当連結会計年度よりこれらに加えて前

連結会計年度より取組んでいたＭ＆Ａ事業を新たな事

業の柱とすることを決定いたしました。当社のＭ＆Ａ

事業は株式等を取得した後に、経営資源の投入による

支援を行うことでバリューアップを図り、企業価値向

上後の株式等の売却による営業収益を獲得することを

目的としております。

また、当社のＭ＆Ａ事業における営業投資は、直接投

資先の株式等を取得する場合、当社が組成した特別目

的会社を通じて行われる場合、当該特別目的会社への

匿名組合出資により行われる場合等、その形態は様々

であり、その投融資の実態を明瞭に表示するため、当

連結会計年度より営業投資目的以外の「投資有価証券

（匿名組合出資金を含む）」「出資金」及び「貸付金」

とは区別して、それぞれ「営業投資有価証券」「営業

出資金」及び「営業貸付金」として「流動資産の部」

にまとめて表示することにいたしました。また、これ

らの営業投資から生ずる損益は、営業損益として表示

する予定であります。

なお、当連結会計年度のＭ＆Ａ事業に関する方針の決

定に伴い、前連結会計年度において「投資その他の資

産」の区分に表示されていた投資有価証券等の一部を

「流動資産の部」に表示することにいたしましたが、

その金額は軽微であります。

当社が営業投資を行う目的で組成した特別目的会社及

び当該特別目的会社が所有している営業投資有価証券

は次のとおりであります。

株式会社自然堂

株式会社キュアリアス

UPFRONT TECHNOLOGY LIMITED

なお、上記のとおり当社におけるＭ＆Ａ事業の位置付

けが当連結会計年度において明確になったことに伴い、

前連結会計年度において子会社としておりました有限

会社マージャー・キャピタルは、営業投資目的の投資

先であることから、子会社に該当しないことにいたし

ました。

―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ―  「地方税法等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、当連結会計年度から「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）に従い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134,066千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ

同額減少しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

　　　投資有価証券（株式）　　　　　　 3,500千円

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

　　  投資有価証券（株式）　　    　　 30,194千円

※２　担保に供している資産及び対応債務

 　（１）担保提供資産

※２　担保に供している資産及び対応債務

　（１）担保提供資産

定期預金 95,000千円

たな卸資産 1,057,036千円

建物 273,349千円

土地 690,262千円

合計 2,115,647千円

定期預金 100,000千円

たな卸資産 14,885,576千円

営業投資有価証券 1,170,000千円

建物 254,241千円

土地　 806,971千円

投資有価証券 149,838千円

合計 17,366,628千円

 （２）対応債務

　 短期借入金　　　　　　　　　　925,000千円

　 １年以内返済予定長期借入金　　340,508千円

　 長期借入金　　　　　　　　　1,338,743千円

 

※３　　　　　　　　　　―

　（２）対応債務

　 短期借入金　　　　　　　　　5,682,500千円

　 １年以内返済予定長期借入金　1,573,968千円

　 長期借入金　　　　　　　　　4,762,625千円

　 ノンリコースローン　　　　　2,100,000千円

※３　ノンリコースローンの内容

　　ノンリコースローンは、連結子会社でJALシティ

松山（住所：愛媛県松山市大手町1-10-10）を取

得することを目的として設立した有限会社ジェミ

ニ・キャピタルが当該不動産を担保とするノンリ

コースローンとして金融機関から調達した借入金

であり、当該不動産及び当該不動産の収益だけを

返済原資として限定されるものであります。

　　　  上記ノンリコースローンに対応する資産の金額　

　　は次のとおりであります。

 　　　 たな卸資産　　　　　　　　2,534,474千円

※４　発行済株式総数

普通株式　　　　　　　　　　　218,193株

※４　発行済株式総数

普通株式　　　　　　　　　　　263,633株

※５　当社が保有する自己株式数

普通株式　　　　　　　　　　 　　　99株

※５　当社が保有する自己株式数

普通株式　　　　　　　　　　 　　 120株
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前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

  ※６     　　　　　　　－   ※６ 営業投資有価証券、営業出資金及び営業貸付金の　　

　　　 内訳

【営業投資有価証券】　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位千円） 

 
不動産ファン

ド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

 債券 ― 1,224,385 1,224,385

匿名組合　　

出資金（注）
3,803,616 11,552,628 15,356,245

 株式他 115,100 10,024,355 10,139,455

　　 合計 3,918,716 22,801,370 26,720,087

（注） 匿名組合出資金は証券取引法第２条第２項におい

て、有価証券とみなされる出資金であります。

 

【営業出資金】　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位千円） 

 
不動産ファン

ド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

 出資金 2,483,250 39,500 2,522,750

匿名組合

出資金
2,003,156 － 2,003,156

 　　合計 4,486,406 39,500 4,525,906

 

【営業貸付金】　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位千円） 

 
不動産ファン

ド事業 
Ｍ＆Ａ事業 合計

 貸付金 385,000 6,601,800 6,986,800

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
　至　平成18年２月28日）

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 162,131千円

給与手当 652,340千円

租税公課 55,086千円

支払手数料 468,458千円

連結調整勘定償却 29,954千円

役員報酬   269,372千円

給与手当 1,080,130千円

租税公課 289,528千円

支払手数料  734,800千円

連結調整勘定償却   24,049千円

※２ 固定資産除却損の内訳　

　 　建物及び構築物　　　　　　　　　1,183千円

　 　工具器具備品　　　　　　　　　　1,360千円

※２ 固定資産除却損の内訳

　 　建物及び構築物　　　　　　　　 1,908千円
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成17年2月28日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成18年2月28日現在）

現金及び預金勘定 10,349,896千円

預入期間が3ヶ月を超える定期

預金

 

△121,000千円

現金及び現金同等物 10,228,896千円

現金及び預金勘定 20,133,181千円

預入期間が3ヶ月を超える定期

預金

 

△150,024千円

現金及び現金同等物 19,983,157千円
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①　リース取引関係

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

　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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相当額
（千円）

減価償却累計額相当額
（千円）

期末残高相当額
（千円）

工具器具備品 18,384 8,885 9,498

合計 18,384 8,885 9,498

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算出しております。

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,676千円

１年超 5,821千円

合計 9,498千円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算出しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,838千円

減価償却費相当額 1,838千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相当額
（千円）

減価償却累計額相当額
（千円）

期末残高相当額
（千円）

工具器具備品 34,773 9,033 25,740

車両運搬具 6,860 735 6,125

合計 41,633 9,768 31,865

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算出しております。

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,894千円

１年超 21,970千円

合計 31,865千円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算出しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 6,328千円

減価償却費相当額 6,328千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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②　有価証券関係

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年２月28日） 当連結会計年度（平成18年２月28日）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1)株式 280,031 403,741 123,710 999,048 2,715,929 1,716,880

(2)債券 5,083 5,083 － 349,628 349,628 －

①　国債・地

方債等
5,083 5,083 － 349,628 349,628 －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 285,114 408,824 123,710 1,348,676 3,065,557 1,716,880

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1)株式 － － － 1,350,000 1,323,000 △27,000

(2)債券 － － － － － －

①　国債・地方

債等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 － － － 1,350,000 1,323,000 △27,000

合計 285,114 408,824 123,710 2,698,676 4,388,557 1,689,880

２．前連結会計年度及び当連結会計年度に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

売却額(千円)
売却益の合計額

(千円)
売却損の合計額

(千円)
売却額(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額
(千円)

48,610 17,578 － 4,374,566 1,398,197 2,668

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度（平成17年２月28日） 当連結会計年度（平成18年２月28日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く) 2,779,238 8,296,593

匿名組合出資金 7,787,457 15,356,245

社債 － 1,224,385

合計 10,568,695 24,877,224
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③　デリバティブ取引関係

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

(1）取引の内容及び利用目的

当社グループの利用しているデリバティブ取引は、為

替予約取引及び金利スワップ取引であります。当該取

引は、営業活動及び財務活動ににおける為替変動リス

ク及び金利変動リスクを回避することを目的としてお

ります。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

(1）取引の内容及び利用目的

当社グループの利用しているデリバティブ取引は、為

替予約取引、金利スワップ取引及び金利キャップ取引

であります。当該取引は、営業活動及び財務活動にに

おける為替変動リスク及び金利変動リスクを回避する

ことを目的としております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

①ヘッジ会計の方法

　 原則として繰延ヘッジ処理によっております。た

だし、特例処理の要件を満たす為替予約、金利ス

ワップについては、特例処理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

　 原則として繰延ヘッジ処理によっております。た

だし、特例処理の要件を満たす為替予約、金利ス

ワップ及び金利キャップについては、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・・為替予約取引、外貨建借入金、金

利スワップ取引

ヘッジ対象・・外貨建金銭債権債務、子会社株式、

借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・為替予約取引、外貨建借入金、金

利スワップ取引、金利キャップ取引

ヘッジ対象・・外貨建金銭債権債務、営業投資有

価証券、借入金

③ヘッジ方針

当社の内部規定に基づき、営業活動及び財務活動

における為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッ

ジしております

③ヘッジ方針

　　　　　　　　同左

④ヘッジ有効性の評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断して

おります。

④ヘッジ有効性の評価の方法

　　　　　　　　同左

(2) 取引に対する取組方針

　　為替予約取引及び金利スワップ取引については、

ヘッジ目的の取引に限定しており、投機目的の取引

は行わない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

　　為替予約取引、金利スワップ取引及び金利キャップ

取引については、ヘッジ目的の取引に限定しており、

投機目的の取引は行わない方針であります。

(3）取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、金

利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。

なお、当社グループの取引相手先は、信用度の高い

大手金融機関であるため、相手先の契約不履行によ

る信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

(3）取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、金

利スワップ取引及び金利キャップ取引は市場金利の

変動によるリスクを有しております。

なお、当社グループの取引相手先は、信用度の高い

大手金融機関であるため、相手先の契約不履行によ

る信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

(4）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、社内規

程に従い、資金担当部門が決裁者の承認を得て行っ

ております。

(4）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、社内規

程に従い、資金担当部門が決裁者の承認を得て行っ

ております。
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２．取引の時価等に関する事項

区分 種類

前連結会計年度（平成17年２月28日） 当連結会計年度（平成18年２月28日）

契約額等

（千円） 

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円） 

市場取引以外

の取引

 金利スワップ取引　 － － － － 6,000,000 6,000,000 △33,903 △33,903

 金利キャップ取引　 － － － － 1,000,000 1,000,000 23,433 △8,466

 為替予約取引 － － － － 4,618,281 － △265,000 △265,000

合計 － － － － 11,618,281 7,000,000 △275,469 △307,369

（注）１　時価の算定方法

　　　　　取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

　　  ２  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

 

④　税効果会計関係

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

未払事業税 106,101千円

棚卸資産償却費 6,301千円

その他有価証券評価差額金 2,934千円

ゴルフ会員権評価損 1,233千円

その他 9,535千円

繰延税金資産合計 126,106千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △50,235千円

匿名組合出資金分配損 △142,450千円

固定資産圧縮積立金 △788,681千円

その他 △35,036千円

繰延税金負債合計 △1,016,403千円

繰延税金負債の純額 △890,297千円

繰延税金資産

未払事業税 219,616千円

棚卸資産償却費 12,547千円

繰延ヘッジ損失 39,273千円

繰越欠損金 113,040千円

その他 107,329千円

繰延税金資産小計 491,807千円

　　評価性引当額  　△116,635千円

繰延税金資産合計  　　375,171千円

匿名組合出資金分配損 △53,724千円

その他有価証券評価差額金 △657,881千円

固定資産圧縮積立金 △780,313千円

その他 　△114,658千円

繰延税金負債小計 △1,606,576千円

　　評価性引当額 38,991千円

繰延税金負債合計 △1,567,584千円

繰延税金負債の純額 △1,192,412千円

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

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

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め、記載を省略しております。

　　　　　　　　　　同左
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

マーチャン
ト・バンキ
ング事業
（千円）

ホスピタリ
ティ＆ウェ
ルネス事業
（千円）

その他の
事　　業

（千円）

計（千円）
消去または
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 6,217,479 1,506,279 20,605 7,744,364 － 7,744,364

(2)セグメント間の内部売上

高または振替高
－ － － － － －

計 6,217,479 1,506,279 20,605 7,744,364 7,744,364

営業費用 1,226,481 1,607,893 22,449 2,856,824 617,870 3,474,694

営業利益 4,990,997 △101,613 △1,843 4,887,540 (617,870) 4,269,670

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本

的支出

資産 20,167,703 812,201 55,458 21,035,362 8,322,356 29,357,719

減価償却費 13,841 11,347 351 25,540 11,373 36,913

資本的支出 214,522 107,674 6,533 328,730 53,566 382,297

　（注）１．事業区分の方法

事業は、当社の企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容

事業区分 主要業務及びサービス

マーチャント・バンキング事業 不動産ファンド事業（不動産ファンドアレンジメント、ファンドマネ

ジメント、投資（エクイティ出資））Ｍ＆Ａ事業（資産流動化アレン

ジメント、Ｍ＆Ａアレンジメント、Ｍ＆Ａ投資）不動産事業(不動産売

買、不動産賃貸、不動産仲介)

ホスピタリティ＆ウェルネス事

業

ボウリング事業、ホテル事業、スイミングスクール事業

その他の事業 繊維事業

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は617,870千円であり、その主なも

のは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は8,322,356千円であり、その主なものは当社で

の余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。
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当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

マーチャン
ト・バンキ
ング事業
（千円）

ホスピタリ
ティ＆ウェ
ルネス事業
（千円）

その他の
事　　業

（千円）

計（千円）
消去または

全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 19,678,697 2,776,606 83,429 22,538,732 － 22,538,732

(2)セグメント間の内部売上

高または振替高
236,431 7,757 － 244,189 （244,189） －

計 19,915,128 2,784,364 83,429 22,782,922  （244,189） 22,538,732

営業費用 9,781,640 2,624,637 82,896 12,489,174 788,356 13,277,531

営業利益 10,133,488 159,726 532 10,293,747

 

(1,032,545)

 

9,261,201

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本

的支出

資産 73,211,010 1,421,910 77,249 74,710,170 12,880,123 87,590,294

減価償却費 95,996 16,476 347 112,820 5,680 118,501

資本的支出 738,396 444,638 3,075 1,186,109 30,511 1,216,621

　（注）１．事業区分の方法

事業は、当社の企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容

事業区分 主要業務及びサービス

マーチャント・バンキング事業 不動産ファンド事業（不動産ファンドアレンジメント、ファンドマネ

ジメント、投資（エクイティ出資））Ｍ＆Ａ事業（資産流動化アレン

ジメント、Ｍ＆Ａアレンジメント、Ｍ＆Ａ投資）不動産事業(不動産売

買、不動産賃貸、不動産仲介)

ホスピタリティ＆ウェルネス事

業

ボウリング事業、ホテル事業、スイミングスクール事業

その他の事業 繊維事業

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は788,356千円であり、その主なも

のは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は12,880,123千円であり、その主なものは当社

での余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。

－ 45 －



ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

日本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去または
全社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 7,500,028 244,335 7,744,364 － 7,744,364

(2)セグメント間の内部売上高また

は振替高
105,173 41,123 146,296 (146,296) －

計 7,605,202 285,459 7,890,661 (146,296) 7,744,364

営業費用 3,472,778 116,610 3,589,389 (114,694) 3,474,694

営業利益 4,132,424 168,848 4,301,272 (31,602) 4,269,670

Ⅱ　資産 34,616,117 5,803,694 40,419,811 (11,062,092) 29,357,719

 　（注）１.国または地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　 ２.日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　　　アジア…中国、香港

当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

日本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去または
全社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 22,348,505 190,227 22,538,732 － 22,538,732

(2)セグメント間の内部売上高また

は振替高
－ 14,249 14,249 (14,249) －

計 22,348,505 204,476 22,552,981 (14,249) 22,538,732

営業費用 13,098,514 193,265 13,291,780 (14,249) 13,277,531

営業利益 9,249,990 11,210 9,261,201 － 9,261,201

Ⅱ　資産 86,932,398 5,820,616 92,753,015 (5,162,720) 87,590,294

 　（注）１.国または地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　 ２.日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　　　アジア…中国、香港、台湾

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

⑥　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

　重要性の判断基準によって判定した結果、当連結会計年度において開示すべき取引はありません。

当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　重要性の判断基準によって判定した結果、当連結会計年度において開示すべき取引はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 70,826円34銭

１株当たり当期純利益金額 11,906円45銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
11,564円57銭

１株当たり純資産額 153,707円57銭

１株当たり当期純利益金額 18,056円47銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
17,779円57銭

当社は、平成16年10月20日付で株式１株につき５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 19,419円06銭

１株当たり当期純利益金額 4,987円80銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
4,764円75銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額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。

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 2,397,909 4,617,242

普通株主に帰属しない金額（千円） 92,040 169,000

（うち利益処分による役員賞与金） (92,040) (169,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,306,276 4,448,242

期中平均株式数（株） 193,699 246,351

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） 5,726 45,439

（うち、旧商法に基づき発行された

新株引受権付社債の新株引受権にかかる

増加数）

(530) (40)

（うち新株予約権にかかる増加数） (5,196) (45,399)

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

－

平成17年５月25日

定時株主総会決議

新株予約権 265株
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

　　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行につ

いて

平成17年３月31日開催の当社取締役会において、第１回

無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、下

記のとおり発行することといたしました。

(1) 発行総額　　額面総額9,000,000千円

(2) 発行価額　　額面100円につき金100円

(3) 発行年月日　平成17年４月18日

(4) 償還期限　　平成19年４月18日

(5) 発行の方法

　第三者割当の方法により、全額を新光証券株式会社

に割当てる。

(6) 利　　率　　利息は付さない。

(7) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

①　種類　当社普通株式

②　数

行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又は

これに代えて当社の有する当社普通株式を移転する数

は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を本項

第(9) 号②　記載の転換価額（ただし、修正又は調整

された場合は修正後又は調整後の転換価額）で除して

得られる数とする。ただし、新株予約権行使の際に１

株の100分の１未満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、現金による調整は行わない。

(8) 新株予約権の総数　90個

(9) 新株予約権の行使に際して払い込むべき額

①　社債の発行価額と同額とする。

②　新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当た

りの額は、当初466,000円とする。

(10) 資金使途

　全額を当社組成の不動産ファンド及びＭ＆Ａファンド

への投融資に充当する予定であります。

2011年３月18日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の

発行について

平成18年３月２日開催の当社取締役会において、2011年

3月18日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行

を決議し、下記のとおり発行いたしました。

(1) 発行総額　　額面総額13,000,000千円

(2) 発行価額　　額面10,000千円につき金10,000千円

(3) 発行年月日　平成18年３月20日

(4) 償還期限　　平成23年３月18日

(5) 募集の方法

　Mizuho International plc,London,Zurich Branchの

総額買取引受によるスイス連邦を中心とする海外市場

（アメリカ合衆国を除く。）における募集

(6) 利　　率　　利息は付さない。

(7) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

①　種類　当社普通株式

②　数

本新株予約権が行使された場合に交付すべき当社普通

株式の総数は、本社債の発行価額の総額を下記(9)②

記載の転換価額（ただし、修正又は調整された場合は

修正後又は調整後の転換価額）で除した数を上限とし、

当初39,097.74株を上限とする。

(8) 新株予約権の総数　1,300個

(9) 新株予約権の行使に際して払い込むべき額

①　社債の発行価額と同額とする。

②　新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当た

りの額は、当初332,500円とする。

(10) 資金使途

　全額を当社組成の不動産ファンド及びＭ＆Ａファンド

への投融資に充当する予定であります。
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