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１．四半期財務・業績の作成等に係る事項

①　会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無　：　無

②　連結及び持分法の適用範囲の移動の状況　　　　　　　　　　　　　：　有

連結（新規）　　７社　（除外）　－社

持分法（新規）　２社　（除外）　－社

２．平成19年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年３月１日～平成18年５月31日）

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年２月期第１四半期 17,804 (333.2) 12,280 (335.7) 11,926 (353.1) 7,237 (418.1)

平成18年２月期第１四半期 4,110 (126.7) 2,818 (150.7) 2,632 (143.6) 1,397 (147.7)

（参考）平成18年２月期 22,538 (191.0) 9,261 (116.9) 8,480 (116.6) 4,617 (92.6)

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成19年２月期第１四半期 13,733 40 12,884 78

平成18年２月期第１四半期 6,253 00 6,188 26

（参考）平成18年２月期 18,056 47 17,779 57

　（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率

２．平成18年３月１日をもって、普通株式１株を２株に分割しております。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移するもとで、設備投資は増加する一方、雇用と賃金の改

善の広がりが見られるなか、個人消費も増加基調にあり、景気は着実に回復を続けている状況にあります。

　当社グループの事業領域である不動産ファンドやＭ＆Ａを中心とするマーチャント・バンキング・ビジネス（投資銀行

業務）におきましては、長短金利は若干切り上りつつも依然として低水準が続いているなか、首都圏を中心に不動産価格

や賃料の上昇傾向が強まり、また、不動産投資信託（Ｊ－ＲＥＩＴ）の上場銘柄数（平成18年５月末現在で33本）や時価

総額も増加し、不動産投資の市場規模は拡大が続いております。

　このような環境において、当社グループにおきましては、不動産ファンド事業における大型案件に係る成功報酬や配当

収入が業績に大きく寄与し、損益は堅調に推移いたしました。また、不動産ファンドの新規組成にも注力し、特に、今後

の高齢化社会の急速な進展を背景に、介護・福祉分野での不動産流動化ニーズの高まりが予想されるなか、新たに高齢者

向け施設を対象とした不動産ファンドを組成いたしました。

　さらに、当社がマーチャント・バンキング・ビジネスの更なる発展を目指すなか、その一翼を担う存在として、当社

100％子会社であるアセット証券株式会社が証券業の登録を受ける等、当社グループの事業領域及び事業規模は引き続き拡

大しております。

　この結果、当第１四半期における業績は、売上高17,804百万円（前年同期比333.2％増）、経常利益11,926百万円（同

353.1％増）、四半期純利益7,237百万円（同418.1％増）となりました。
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　なお、事業別セグメントの売上高は次の通りであります。

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いて、大型案件に係る成功報酬や配当収入が収益に大きく寄与しているほか、新規ファンド

組成に係るアクイジション手数料も順調に積み上がりました。また、Ｍ＆Ａ事業におきましても、投資配当収入等が引

き続き収益に貢献し、収益は堅調に推移いたしました。その結果、マーチャント・バンキング事業の売上高は16,629百

万円（前年同期比369.1％増）となりました。

②　ホスピタリティ＆ウェルネス事業

　ホテル、スイミングスクール、ボウリング運営事業が順調に推移した結果、ホスピタリティ＆ウェルネス事業の売上

高は1,153百万円（前年同期比105.8％増）となりました。

③　その他の事業

　中国の繊維事業の売上高が21百万円（前年同期比404.2％増）となりました。

(2）財政状態の変動状況

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

平成19年２月期第１四半期 ※１ 117,331 46,758 ※１　39.9 88,700 74

平成18年２月期第１四半期 46,144 25,809 55.9 108,412 33

（参考）平成18年２月期 ※２　87,590 40,672 ※２　46.4 153,707 57

　（注）　平成18年３月１日をもって、普通株式１株を２株に分割しております。

※１ 　総資産にはノンリコースローンに対する資産が含まれており、当該資産を除く総資産は114,796百万円、株主

資本比率は40.7％になります。

※２ 　総資産にはノンリコースローンに対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。

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期末における総資産は117,331百万円となり、前連結会計年度末と比較して29,740百万円増加しました。この

主な要因は、現金及び預金が14,469百万円、たな卸資産が6,288百万円、営業投資有価証券、営業貸付金及び営業出資金

が3,493百万円、有形固定資産が3,624百万円それぞれ増加したことによります。

　負債は、前連結会計年度末と比較して20,098百万円増加しました。この主な要因は、未払法人税等が3,087百万円、社債

が980百万円、新株予約権付社債が12,025百万円それぞれ増加したことによります。

　株主資本は、前連結会計年度末と比較して6,085百万円増加しました。この主な要因は、利益剰余金が6,581百万円増加

したことによります。

３．平成19年２月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間 期末  

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 22,500 13,300 7,700 1,200 00 ―  ―  

通期 30,100 15,000 8,500 ―  1,200 00 2,400 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　16,124円57銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　当第１四半期は、売上高、経常利益及び当期純利益とも予想を大幅に上回って推移しております。第２四半期以降につ

いても、マーチャント・バンキング事業が順調に推移すると予測しますが、今後も第１四半期実績並みの手数料収入と配

当収入が確保できるか現時点では不確定要素がある状況であり、第２四半期以降については、概ね期初計画通りの業績を

見込み、業績予想の修正値を発表します。
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４．四半期連結財務諸表等

(1）四半期連結貸借対照表

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年５月31日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年５月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年２月28日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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 10,273,292 34,602,332 20,133,181

２．受取手形及び売掛金 164,194 412,274 537,320

３．たな卸資産 ※２ 7,449,403 27,577,497 21,288,737

４．営業投資有価証券
※２
※６

15,794,076 31,426,435 26,720,087

５．営業貸付金 ※６ 3,390,000 6,314,437 6,986,800

６．営業出資金 ※６ 15,000 3,985,660 4,525,906

７．有価証券 5,005,767 － －

８．出資金 ※１ 456,100 － －

９．繰延税金資産 22,731 588,608 25,198

1０．その他の流動資産 1,546,144 1,975,052 1,415,912

貸倒引当金 △338 △2,320 △641

流動資産合計 44,116,371 95.6 106,879,979 91.1 81,632,503 93.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※２ 1,350,301 2.9 5,779,407 4.9 2,154,776 2.5

２．無形固定資産 68,487 0.2 1,279,863 1.1 309,625 0.4

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券
※１
※２

420,743 2,418,331 2,575,889

(2）その他の投資その
他の資産

188,815 980,382 917,499

貸倒引当金 － △6,850 －

投資その他の資産合
計

609,559 1.3 3,391,863 2.9 3,493,389 4.0

固定資産合計 2,028,347 4.4 10,451,134 8.9 5,957,791 6.8

資産合計 46,144,719 100.0 117,331,114 100.0 87,590,294 100.0
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前第１四半期連結会計期間末
（平成17年５月31日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年５月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年２月28日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 80,908 207,764 160,573

２．短期借入金 ※２ 8,477,026 14,407,441 16,610,857

３．１年以内返済予定の
長期借入金

※２ 1,562,908 4,033,393 3,424,605

４．未払法人税等 1,252,316 5,925,954 2,838,910

５．繰延税金負債 119,576 4,594 240,774

６．その他の流動負債 841,160 2,473,617 2,119,938

流動負債合計 12,333,896 26.7 27,052,767 23.1 25,395,660 29.0

Ⅱ　固定負債

１．社債 － 980,000 －

２．新株予約権付社債 10,000 17,035,000 5,010,000

３．長期借入金 ※２ 4,961,776 10,461,358 9,164,337

４．ノンリコースローン
※２
※３

－ 2,100,000 2,100,000

５．繰延税金負債 863,330 3,026,259 956,226

６．その他の固定負債 138,540 2,702,101 632,421

固定負債合計 5,973,646 13.0 36,304,718 30.9 17,862,984 20.4

負債合計 18,307,543 39.7 63,357,485 54.0 43,258,645 49.4

 

（少数株主持分）

少数株主持分 2,028,103 4.4 7,215,384 6.1 3,658,705 4.2

 

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 10,837,326 23.5 16,374,102 14.0 16,364,622 18.7

Ⅱ　資本剰余金 10,683,583 23.2 16,220,348 13.8 16,210,868 18.5

Ⅲ　利益剰余金 4,145,524 8.9 13,564,076 11.6 6,982,274 8.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

151,934 0.3 530,949 0.5 1,086,164 1.2

Ⅴ　為替換算調整勘定 21,128 0.1 105,198 0.1 65,445 0.1

Ⅵ　自己株式 ※５ △30,424 △0.1 △36,431 △0.0 △36,431 △0.0

資本合計 25,809,072 55.9 46,758,244 39.9 40,672,943 46.4

負債、少数株主持分及
び資本合計

46,144,719 100.0 117,331,114 100.0 87,590,294 100.0

 

－ 4 －



(2）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 4,110,026 100.0 17,804,690 100.0 22,538,732 100.0

Ⅱ　売上原価 425,276 10.4 3,317,452 18.6 8,559,245 38.0

売上総利益 3,684,749 89.6 14,487,238 81.4 13,979,487 62.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 865,973 21.0 2,207,111 12.4 4,718,286 20.9

営業利益 2,818,776 68.6 12,280,127 69.0 9,261,201 41.1

Ⅳ　営業外収益 14,461 0.4 104,764 0.6 122,427 0.5

Ⅴ　営業外費用 200,874 4.9 458,832 2.6 903,494 4.0

経常利益 2,632,363 64.1 11,926,059 67.0 8,480,134 37.6

Ⅵ　特別利益 ※２ 73,290 1.7 404,286 2.3 352,638 1.6

Ⅶ　特別損失 ※３ 343 0.0 － － 83,773 0.4

税金等調整前四半期
（当期）純利益

2,705,310 65.8 12,330,345 69.3 8,749,000 38.8

法人税、住民税及び
事業税

1,104,811 5,361,916 3,872,710

法人税等調整額 34,893 1,139,704 27.7 △592,847 4,769,069 26.8 △302,089 3,570,621 15.8

少数株主利益 168,494 4.1 323,406 1.8 561,136 2.5

四半期（当期）純利
益

1,397,111 34.0 7,237,869 40.7 4,617,242 20.5
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(3）四半期連結剰余金計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結剰余金計算書

（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 6,168,608 16,210,868 6,168,608

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．新株予約権の行使による剰余
金増加高

4,514,975 9,480 10,041,953

２．新株引受権の行使による剰余
金増加高

－ 4,514,975 － 9,480 306 10,042,259

Ⅲ　資本剰余金四半期（期末）残高 10,683,583 16,220,348 16,210,868

 

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,051,062 6,982,274 3,051,062

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．四半期（当期）純利益 1,397,111 7,237,869 4,617,242

２．連結除外による利益剰余金増
加高

51,103 1,448,214 － 7,237,869 51,103 4,668,345

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 261,712 474,323 631,960

２．役員賞与 92,040 170,000 104,349

３．連結子会社増加による剰余金
減少高

－ 353,752 11,742 656,066 824 737,134

Ⅳ　利益剰余金四半期（期末）残高 4,145,524 13,564,076 6,982,274
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（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　　　12社

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

佛山南海新日紡紡織服飾有限

公司

株式会社アセット・ロジス

ティックス

ASC Asset Management 

Limited

ASC Capital Limited

　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

係であることが当第１四半期会

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、Sino-JP Assets 

Management Co., Ltd が持分法

適用会社となり、かつ、アジア

地区における営業投資目的のＳ

ＰＣ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い

たしました。

(1) 連結子会社の数及び名称

連結子会社の数　　　　33社

連結子会社の名称

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

株式会社宮交シティ

株式会社フィナンシア・ＣＩ

有限会社ラガール新橋

有限会社アラン・ライト 

有限会社シルバー・フォック

ス 

有限会社神保町企画 

株式会社神保町開発 

 

株式会社宮交シティにつきまし

ては当第１四半期連結会計期間

において全発行済株式を取得し

たため連結の範囲に含めており

ます。

(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

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

囲に含まれております。 

 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
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　株式会社フィナンシア・ＣＩ

につきましては、当第１四半期

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。 

　有限会社アラン・ライト 、有

限会社シルバー・フォックス 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、当第１四半期連結会

計期間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。

　当第１四半期連結会計期間に

設立された有限会社ラガール新

橋、有限会社神保町企画 、株式

会社神保町開発については特別

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

第１四半期連結会計期間に連結

の範囲に含めております。

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、四半期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。

(2）非連結子会社

 該当事項はありません。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（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SUNNY INVESTMENT

有限会社レゴラス

株式会社アセット・ホスピタリ

ティ

有限会社ハルディア

有限会社クレメンタイン

有限会社フローリス

有限会社サクセス・ギャラン

ティ

有限会社エイポック

有限会社クィーンズ・パーク

有限会社ハイパフォーマンス

有限会社アルウェン

有限会社シルバーフォックス

有限会社ファースト・プライズ

有限会社エフアール・キャピタ

ル

有限会社エイチ・イー・ホール

ディング

WAポートフォリオ特定目的会社

株式会社ティー・トレジャー

株式会社エム・トレジャー

株式会社ケイ・トレジャー

株式会社文政屋

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 

有限会社エルフォログ

有限会社ラクロス

有限会社ガナシアス

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 

有限会社バルゴ・キャピタル 

有限会社キャンサーキャピタル 

有限会社レオキャピタル 

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 

株式会社クリムゾン 

株式会社エス・アール・ウエス

ト 

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 

有限会社銀座ブルース

有限会社バロン

有限会社ブランドン

有限会社パルテノン

有限会社エバンス

有限会社カーメル

有限会社サキエル

有限会社プレジャーハント

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 

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
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

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

　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。

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、ファンド

が組成されていない会社であるた

め、または財務諸表等規則第8条

第4項及び第7項に該当する特別目

的会社となるため、子会社とはし

ておりません。

 

子会社としなかった理由

   同左
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（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

フリット・キャピタル株式会社

Sino-JP Assets Management 

Co., Ltd

(1）持分法適用の関連会社の数

４社

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　

Ⅱ Co., Ltd.

株式会社御堂筋開発

 なお、Sino-JP Assets 

Management Ⅱ Co., Ltd.および

株式会社御堂筋開発はそれぞれ

四半期純損益及び利益剰余金等

からみて、四半期連結財務諸表

に及ぼす影響および重要性が増

したため、当第１四半期連結会

計期間より持分法を適用してお

ります。

(1）持分法適用の関連会社の数

２社

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.

 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。

(2）持分法適用の非連結子会社

　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。 

(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、四半期純損益及び利益剰

余金等からみて、持分法の対象か

ら除いても四半期連結財務諸表に

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  　

 有限会社淡路町開発

 有限会社フレーテ

 持分法を適用していない関連会社

はそれぞれ四半期純損益及び利益

剰余金等からみて、持分法の対象

から除いても四半期連結財務諸表

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  　

  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．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

　連結子会社12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の四半期決算日は３

月31日であります。

　四半期連結財務諸表の作成に当

たっては、平成17年３月31日現在の

財務諸表を使用しております。

　有限会社レッドロック・インベス

トメントの四半期決算日は５月31日

であります。四半期連結財務諸表の

作成に当たっては、５月31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及び

株式会社アセット・ロジスティック

スの四半期決算日は３月31日であり

ます。

　有限会社エフ・アール・グロース

の四半期決算日は４月30日でありま

す。

　連結子会社33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・

ロジスティックス株式会社、株式

会社宮交シティ、アセット証券株

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、及び佛山南海新日紡紡織服飾

有限公司の四半期決算日は３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、有限会社ブレイジング・スカ

イの四半期決算日は４月30日であ

ります。

 有限会社レッドロック・インベス

トメント、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

　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。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　四半期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。

　四半期連結決算日である５月末日

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。

限会社エオメルの四半期決算日は

５月31日であります。

 四半期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。

 有限会社エフ・アール・エンター

プライズ、有限会社ケイン、有限

会社ラガール新橋、有限会社アラ

ン・ライト、有限会社シルバー・

フォックス、有限会社神保町企画、

及び神保町開発につきましては、

平成18年５月31日に仮決算を行い

連結しております。

　ただし、上記の会社のうち、四

半期連結決算日と使用する財務諸

表の決算日が異なる会社につきま

しては、各社の決算日から四半期

連結決算日までの期間に発生した

主要な取引について、連結上必要

な調整を行っております。

  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、上記の会社のうち、連結

決算日と使用する財務諸表の決算

日が異なる会社については、各社

の決算日から連結決算日までの期

間に発生した主要な取引について、

連結上必要な調整を行っておりま

す。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（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

その他有価証券

時価のあるもの

四半期連結会計期間末日の

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）

(イ）有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

        同左

(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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

　匿名組合出資金については

「(6)．その他四半期連結財

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

   同左

 

時価のないもの

同左

  

(ロ)デリバティブ

 時価法

(ハ)たな卸資産 

個別法による原価法

(ロ)デリバティブ

 同左

(ハ)たな卸資産 

 同左

(ロ)デリバティブ

 同左

(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 

  同左

有形固定資産

 同左

建物及び構築物　３～50年

機械装置　　　　２～10年

(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

(イ）貸倒引当金

  同左

(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

締役会決議により、役員退職慰労金

規程を廃止いたしました。

－

 

―

 

 

 

 

(ロ）賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき

当第１四半期連結会計期間負担額を

計上しております。

 

―

 

 

 

 

(ロ）賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき

当連結会計年度負担額を計上してお

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   同左
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(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。 

(イ）ヘッジ会計の方法

　同左

(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、営業投

資有価証券、

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、短期

貸付金

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・同左

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

(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

(ニ）ヘッジ有効性の評価の方法

  同左

(6）その他四半期連結財務

諸表（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

則当第１四半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 

(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。

(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 

(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
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(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。

　上記取扱いについては、前中間

連結会計期間末より採用しており

ます。

(ハ) 営業投融資の会計処理

 当社グループが不動産ファンド

事業及び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

同左

(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。

(ニ）匿名組合出資金の会計処理

 同左
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四半期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

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 ―

 

 

― 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　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

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月31日

　　至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月31日

　　至　平成18年５月31日）

（連結貸借対照表）　

　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、前第１四半期連結会計期間まで「匿名組合

出資金」に含めていたみなし有価証券を当第１四半期連結

会計期間より「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8,569,304千円及び4,801,767千円増加しており

ます。また、前第１四半期連結会計期間において「匿名組

合出資金」に含まれていたみなし有価証券は、1,578,178千

円であります。

 

 

　

（連結貸借対照表）　

　前第１四半期連結会計期間まで「有価証券」（当第１四

半期連結会計期間4,284,536千円）、「出資金」（当第１四

半期連結会計期間3,928,160千円）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、当第１四半期連結会計期間より、「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（四半期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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追加情報

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 ―　

 

 

 ―　　　　

 

 

  「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

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年５月31日現在）

当第１四半期連結会計期間末
 （平成18年５月31日現在）

前連結会計年度末
（平成18年２月28日現在）

※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。

※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

※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。

出資金 3,000千円

投資有価証券（株式） 41,519千円

投資有価証券（株式） 27,402千円 投資有価証券（株式） 30,194千円

※２　担保に供している資産

（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

※２　担保に供している資産及び対応債務

（１）担保提供資産

たな卸資産 1,166,491千円

建物 279,348千円

土地 690,262千円

合計 2,136,101千円

定期預金 100,000千円

たな卸資産 6,768,377千円

営業投資有価証券 1,170,000千円

建物 378,170千円

土地 1,851,003千円

投資有価証券 349,680千円

合計 10,617,233千円

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（１年以

内返済予定長期借入

金含む）

1,876,868千円

長期借入金 734,976千円

（２）対応債務

短期借入金 4,137,500千円

１年以内返済予定長

期借入金
3,178,968千円

長期借入金 9,074,633千円

ノンリコースローン 2,100,000千円

  合計 18,491,101千円

（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

合計 14,119,093千円

 ※３             ―  ※３　　ノンリコースローンの内容　

 ノンリコースローンは、連結子会社が不動

産を担保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

※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：愛知県松山市大手町

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 ※４　発行済株式総数 ※４　発行済株式総数

普通株式 238,171.70株 普通株式 527,386株 普通株式  263,633株

※５　当社が保有する自己株式数

普通株式 107.70株

※５　当社が保有する自己株式数

普通株式 240株

※５　当社が保有する自己株式数

普通株式 120株
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前第１四半期連結会計期間末
（平成17年５月31日現在）

当第１四半期連結会計期間末
 （平成18年５月31日現在）

前連結会計年度末
（平成18年２月28日現在）

 ※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

（１）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 ― 2,981,155 2,981,155

匿名組合　

　出資金等

（注）

4,218,336 16,422,238 20,640,575

株式 66,200 7,738,504 7,804,704

  合計 4,284,536 27,141,898 31,426,435

 （注）匿名組合出資金等の出資金は証券取引

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。

 

 （２）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 3,779,952 57,500 3,837,452

 匿名組合　

　出資金
148,207 ― 148,207

 合計 3,928,160 57,500 3,985,660

 

（３）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 650,000 5,664,437 6,314,437

 

※６　営業投資有価証券、営業出資金及び営業

貸付金の内訳

（１）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　

　出資金等

（注）

3,803,616 11,685,509 15,489,126

株式 115,100 9,891,475 10,006,575

  合計 3,918,716 22,801,370 26,720,087

 （注）匿名組合出資金等の出資金は証券取引

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。

 

 （２）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

 

（３）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

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（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。

※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 46,514千円

給与手当 233,628千円

租税公課 45,645千円

支払手数料 156,092千円

賃借料 98,537千円

連結調整勘定償却 5,689千円

役員報酬 198,181千円

給与手当   487,169千円

租税公課   189,765千円

支払手数料   355,405千円

賃借料   196,682千円

連結調整勘定償却    22,845千円

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　特別利益の主なもの ※２　特別利益の主なもの ※２　特別利益の主なもの

投資有価証券売却益 72,893千円 持分変動利益 404,286千円 投資有価証券売却益 144,076千円

持分変動利益 208,165千円

※３　特別損失の主なもの ※３　　　　　　　　― ※３　特別損失の主なもの　

固定資産除却損 343千円      投資有価証券評価損    19,999千円
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（重要な後発事象）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日 
至　平成18年５月31日） 

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日 

至　平成18年２月28日）

第２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７月11日開催の当社取締役

会において、第２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　11,000百万円

(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７月27日

(4）償還期限

平成19年７月27日

(5）発行の方法

　第三者割当の方法により、65億

円を新光証券株式会社に、45億円

をUBS AG London Branchにそれぞ

れ割当てる。

(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　110個

－  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

－ 21 －



前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日 
至　平成18年５月31日） 

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日 

至　平成18年２月28日）

(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、

当初平成17年７月11日における

大阪証券取引所の当社普通株式

の普通取引の終値とする。

(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。

－ (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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(財)財務会計基準機構会員  
平成19年２月期　第１四半期財務・業績の概況（個別） 

 平成18年７月11日

会社名　アセット・マネジャーズ株式会社 上場取引所　　　　大（ヘラクレス市場）

コード番号　2337 本社所在都道府県　東京都

（ＵＲＬ　http://www.assetmanagers.co.jp）  

問い合わせ先　責任者役職名　代表執行役ＣＯＯ  

氏名　　　　　中原　滋 ＴＥＬ　（03）3502－4800

１．四半期財務・業績の作成等に係る事項

 　会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無　：　無

                                       　　　　　　　　　　

２．平成19年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年３月１日～平成18年５月31日）

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年２月期第１四半期 12,436 (373.4) 11,020 (396.1) 10,884 (425.9) 6,444 (427.9)

平成18年２月期第１四半期 2,627 (119.9) 2,221 (172.7) 2,069 (157.1) 1,220 (164.9)

（参考）平成18年２月期 11,945 (137.7) 6,973 (97.0) 6,513 (93.8) 3,802 (95.3)

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成19年２月期第１四半期 12,228 46 11,472 84

平成18年２月期第１四半期 5,464 40 5,407 82

（参考）平成18年２月期 14,748 73 14,522 56

　（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率

２．期中平均株式数　527,026.54株

３．平成18年３月１日をもって、普通株式１株を２株に分割しております。

(2）財政状態の変動状況

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

平成19年２月期第１四半期 85,861 44,223 51.5 83,892 59

平成18年２月期第１四半期 37,578 24,986 66.5 104,958 91

（参考）平成18年２月期 62,214 38,870 62.5 146,865 92

　（注）　平成18年３月１日をもって、普通株式１株を２株に分割しております。

－ 23 －



３．平成19年２月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間 期末  

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 14,200 11,200 6,600 1,200 00 ―  ―  

通期 16,400 11,500 6,800 ―  1,200 00 2,400 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）12,899円65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。
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４．四半期財務諸表等

(1）四半期貸借対照表

前第１四半期会計期間末
（平成17年５月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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 9,276,080 22,173,831 10,318,521

２．売掛金 65,828 275,260 192,839

３．たな卸資産 6,188,335 6,136,829 6,140,359

４．営業投資有価証券 ※２ 8,027,283 19,122,281 14,745,064

５．営業出資金 ※２ 15,000 17,999,236 12,402,963

６．営業貸付金 ※２ 3,390,000 4,473,500 4,696,000

７．有価証券 2,940,604 － －

８．出資金 456,100 － －

９．前渡金 681,500 691,000 781,000

10．繰延税金資産 － 546,535 －

11．短期貸付金 416,042 453,126 －

12．関係会社短期貸付金 3,273,300 200,000 380,000

13．その他の流動資産 388,759 500,446 554,682

流動資産合計 35,118,833 93.5 72,572,047 84.5 50,211,430 80.7

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１ 151,248 0.4 211,450 0.2 185,654 0.3

(2）無形固定資産 394 0.0 39,462 0.1 7,894 0.0

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 266,293 2,046,227 2,209,113

２．関係会社株式 82,502 1,398,923 1,091,420

３．関係会社出資金 141,244 5,550,105 4,710,580

４．関係会社長期貸付
金

1,700,502 3,772,502 3,572,502

５．その他の投資その
他の資産

117,567 270,794 225,601

投資その他の資産合
計

2,308,110 6.1 13,038,553 15.2 11,809,218 19.0

固定資産合計 2,459,752 6.5 13,289,466 15.5 12,002,767 19.3

資産合計 37,578,586 100.0 85,861,513 100.0 62,214,198 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成17年５月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 － 45,517 5,817

２．短期借入金 5,425,550 9,832,800 9,468,850

３．１年以内返済予定の
長期借入金

1,306,040 3,427,425 2,788,637

４．未払法人税等 837,087 5,045,449 2,327,232

５．繰延税金負債 119,576 － 198,794

６．その他の流動負債 597,997 1,262,945 927,282

流動負債合計 8,286,251 22.0 19,614,137 22.8 15,716,614 25.3

Ⅱ　固定負債

１．新株予約権付社債 10,000 13,010,000 10,000

２．長期借入金 4,201,800 8,970,225 7,513,712

３．繰延税金負債 26,886 11,709 69,887

４．その他の固定負債 66,711 31,798 33,903

固定負債合計 4,305,398 11.5 22,023,732 25.7 7,627,503 12.2

負債合計 12,591,649 33.5 41,637,870 48.5 23,344,118 37.5

 

（資本の部）

Ⅰ　資本金 10,837,326 28.8 16,374,102 19.0 16,364,622 26.3

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 10,683,583 16,220,348 16,210,868

資本剰余金合計 10,683,583 28.4 16,220,348 18.9 16,210,868 26.1

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金 178 － 178

２．四半期（当期）未処
分利益

3,372,457 11,385,250 5,583,672

利益剰余金合計 3,372,636 9.0 11,385,250 13.3 5,583,850 9.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

123,815 0.3 280,373 0.3 747,169 1.2

Ⅴ　自己株式 △30,424 △0.0 △36,431 △0.0 △36,431 △0.1

資本合計 24,986,936 66.5 44,223,643 51.5 38,870,079 62.5

負債・資本合計 37,578,586 100.0 85,861,513 100.0 62,214,198 100.0
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(2）四半期損益計算書

前第１四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 2,627,129 100.0 12,436,821 100.0 11,945,514 100.0

Ⅱ　売上原価 28,438 1.1 677,384 5.4 2,951,885 24.7

売上総利益 2,598,691 98.9 11,759,437 94.6 8,993,628 75.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※４ 377,011 14.3 738,562 5.9 2,020,400 16.9

営業利益 2,221,679 84.6 11,020,874 88.6 6,973,227 58.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 40,538 1.5 114,879 0.9 294,310 2.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 192,664 7.3 251,601 2.0 754,156 6.3

経常利益 2,069,552 78.8 10,884,152 87.5 6,513,381 54.5

Ⅵ　特別損失 ※３ － － － － 55,675 0.5

税引前四半期（当
期）純利益

2,069,552 78.8 10,884,152 87.5 6,457,705 54.1

法人税、住民税及び
事業税

816,138 4,971,396 2,900,236

法人税等調整額 32,500 848,639 32.3 △531,966 4,439,429 35.7 △244,907 2,655,329 22.2

四半期（当期）純利
益

1,220,913 46.5 6,444,723 51.8 3,802,376 31.8

前期繰越利益 2,151,544 4,940,527 2,151,544

中間配当額 － － 370,248

四半期（当期）未処
分利益

3,372,457 11,385,250 5,583,672
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

第１四半期決算日の市場価

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

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

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

　匿名組合出資金については

「７．その他四半期財務諸表

作成（財務諸表）のための基

本となる重要な事項(4）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

　　　同左

　　　

時価のないもの

同左

 

(2)デリバティブ 

時価法 

 

 (2)デリバティブ 

同左 

 

(2)デリバティブ  

同左 

 

(3）たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

　なお、固定資産の減価償却の

方法と同様の方法により減価償

却を行っております。

(3）たな卸資産

販売用不動産

同左

(3）たな卸資産

販売用不動産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

　定率法（ただし、建物（附属設備

を除く）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以下のとおり

であります。

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

建物　　　 　　　　３～30年

工具,器具及び備品　３～15年

建物　　　 　　　　８～41年

工具,器具及び備品　３～15年

同左

同左

３．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

新株発行費

同左

新株発行費

同左

社債発行費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

社債発行費

同左

社債発行費

同左

４．引当金の計上基準 役員退職慰労引当金

―

（追加情報）

　平成17年２月28日開催の取締役会

決議により、役員退職慰労金規程を

廃止いたしました。

 

―

 

 

 

―

 

 

５．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

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

６．ヘッジ会計の方法 (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

スワップおよ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。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(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

ヘッジ対象・・外貨建金銭債権

債務、営業投資

有価証券

(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、関係会社出

資金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

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

(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

(4）ヘッジ有効性の評価の方法

同左

７．その他四半期財務諸表作

成（財務諸表）のための

基本となる重要な事項

(1）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

則当第１四半期会計期間の費用と

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。

(1）消費税等の会計処理

同左 

 

(1）消費税等の会計処理

同左

　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。

(2）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。

(2) 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

(2）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
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(3）営業投融資の会計処理

　当社が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。

　上記取扱いについては、前中間

会計期間末より採用しております。

(3) 営業投融資の会計処理

当社が不動産ファンド事業及び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。 

 

　

(3）営業投融資の会計処理

同左

 

(4）匿名組合出資金の会計処理

　当社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。

(4) 匿名組合出資金の会計処理

当社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。

　

　

(4）匿名組合出資金の会計処理

同左
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会計処理の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
 至　平成17年５月31日）

 当第１四半期会計期間
 （自　平成18年３月１日
 至　平成18年５月31日） 

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日） 

　―― ―― （固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度から「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  

前第１四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日

　　至　平成18年５月31日）

（貸借対照表）

　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、前第１四半期会計期間まで「匿名組合出資

金」に含めていたみなし有価証券を当第１四半期会計期間

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4,895,006千円及び2,736,604千円増加しており

ます。また、前第１四半期会計期間において「匿名組合出

資金」に含まれていたみなし有価証券は1,574,535千円であ

ります。

（貸借対照表）

 　前第１四半期会計期間まで「有価証券」（当第１四半期

会計期間5,376,531千円）、「出資金」（当第１四半期会計

期間17,966,236千円）に含まれ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

資等を当第１四半期会計期間より「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（四

半期貸借対照表関係※２）にて開示しております。

　この変更は当社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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 追加情報  

前第１四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

 当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度 
（自　平成17年３月１日　

至　平成18年２月28日） 

―

 

　

― 

 

 

 「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

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

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104,512千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引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

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成17年５月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日現在）

前事業年度末
（平成18年２月28日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

30,580千円

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

63,606千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

57,067千円

 ―

 

 ※２　営業投資有価証券、営業出資金及び営

業貸付金の内訳

（１）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 ― 2,450,000 2,450,000

匿名組合　

出資金等

（注）

5,310,331 8,507,661 13,817,992

株式 66,200 2,788,088 2,854,288

  合計 5,376,531 13,745,750 19,122,281

 （注）匿名組合出資金等の出資金は証券取引

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。

 

 （２）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 3,805,952 33,000 3,838,952

 匿名組合　

出資金
14,160,284 ― 14,160,284

 合計 17,966,236 33,000 17,999,236

 

（３）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 562,500 3,911,000 4,473,500

 

※２　営業投資有価証券、営業出資金及び営業

貸付金の内訳

（１）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 ― 700,000 700,000

匿名組合　

出資金等

（注）

4,319,848 7,087,527 11,407,375

株式 115,100 2,522,588 2,637,688

  合計 4,434,948 10,310,115 14,745,064

 （注）匿名組合出資金等の出資金は証券取引

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。

 

 （２）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 2,496,250 27,500 2,523,750

 匿名組合　

出資金
9,879,213 ― 9,879,213

 合計 12,375,463 27,500 12,402,963

 

（３）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 4,311,000 4,696,000

 

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 37,654千円 受取利息　 40,501千円

金利スワップ評価益 70,015千円

受取利息 284,801千円

受取配当金 2,627千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 92,552千円

新株発行費 54,075千円

社債発行費 11,085千円

為替差損 28,845千円

支払利息 147,447千円

新株発行費 12,160千円

社債発行費 16,736千円

為替差損 65,173千円

支払利息 431,666千円

新株発行費 121,065千円

社債発行費 20,353千円

為替差損 122,930千円

※３　　　　　　　　― ※３　　　　　　　　― ※３　特別損失の主要項目

投資有価証券評価損 19,999千円

販売用不動産評価損 35,675千円

※４　有形固定資産の減価償却実施額

4,061千円

※４　減価償却実施額

有形固定資産　　   　　　6,539千円

無形固定資産 　　　　　　1,543千円

※４　有形固定資産の減価償却実施額

30,548千円
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第２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７月11日開催の当社取締役
会において、第２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　11,000百万円
(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７月27日
(4）償還期限

平成19年７月27日
(5）発行の方法
　第三者割当の方法により、65億
円を新光証券株式会社に、45億円
をUBS AG London Branchにそれぞ
れ割当てる。

(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　110個

― 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事業への投融資に充当する予
定であります。

(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、
当初平成17年７月11日における
大阪証券取引所の当社普通株式
の普通取引の終値とする。

(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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