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１．平成18年５月中間期の連結業績（平成17年12月１日～平成18年５月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年５月中間期 9,094 248.8 465 － 363 －

17年９月中間期 2,607 － △238 － △246 －

17年11月期 4,333 48 27

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年５月中間期 848 － 8 27 6 78

17年９月中間期 △2,362 － △40 20 － －

17年11月期 △2,089 △29 97 － －

（注）①持分法投資損益 18年５月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 17年11月期 －百万円

②期中平均株式数
  (連結)

18年５月中間期 102,592,766株 17年９月中間期 58,765,473株 17年11月期69,718,255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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年５月中間期 26,650 14,991 28.3 73 63

17年９月中間期 11,478 6,500 56.6 63 37

17年11月期 13,845 6,770 48.9 66 00

（注）期末発行済株式数
    （連結）

18年５月中間期 102,607,518株 17年９月中間期 102,580,962株 17年11月期102,575,627株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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５月中間期 △5,099 447 11,291 12,941

17年９月中間期 △4,645 △520 8,099 3,797

17年11月期 △2,374 △690 8,605 6,404

(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 22社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 19社　 （除外） 0社 持分法（新規） 0社　 （除外） 0社

２．平成18年11月期の連結業績予想（平成17年12月１日～平成18年11月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 12,500 1,370 1,690

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　14円　82銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

－ 1 －



１．企業集団の状況 

　当社グループは、当中間連結会計期間末時点において、当社及び連結子会社２２社（株式会社サンマリ、株式会

社インタービジョンコンソーシアム、マカオ・プロパティ・マネジメント株式会社、株式会社渋谷ビジネスホテル

及び日本アセットアドバンス株式会社他１７社（投資事業組合含む））で構成されており、投資事業、不動産事業、

経営戦略支援事業及び小売事業を主要な業務としております。

　当企業集団の事業の内容及び事業の種類別セグメントとの関連は以下のとおりであります。

事業の種類別セグメント 事業の内容

 投資事業

（当社及びマカオ・プロパティ・マネジメント株式会社が実施）

・主にエクイティ投資によるリスクマネーの供給

・プライベートエクイティファンドの組成、運営

・不動産、債権の証券化

 不動産事業

（当社及び日本アセットアドバンス株式会社が実施）

・不動産（管財物件、底地権等）のコンサルティング

・不動産の売買、企画、コンバージョン、リノベーション及び販売

・リバースモーゲージ業務

・信託受益権の販売業務

 経営戦略支援事業

（当社及び株式会社インタービジョンコンソーシアムが実施）

・投資対象企業に対するコンサルティング及び価値向上

・企業再編のコンサルティング

・財務コンサルティング

・Ｍ＆Ａの仲介

・ベンチャーキャピタル業務

 小売事業
　株式会社サンマリは、東北地区において地域密着型スーパー「サンマリ」の

経営を行っております。

 その他事業　（注２） 　株式会社渋谷ビジネスホテルは、ビジネスホテル業を行っております。

 　　　 （注１）当社は平成17年6月まで「ナカヌキヤ」の商号にて、家電商品を中心とした小売業を行って

おりましたが、当該事業については平成17年7月に営業譲渡したことにより、現在実施しておりませ

ん。

 （注２）当社は平成18年6月30日をもって株式会社渋谷ビジネスホテルの全株式を売却しており、現

時点では子会社ではありません。 
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 〔事業系統図〕

 　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

 

投資家 金融機関 

投資事業 

経営戦略支援事業 不動産事業 

投資対象企業 対象不動産 

㈱インタービジョン

コンソーシアム 

㈱サンマリ 

日本アセット 

アドバンス㈱ 

マカオ・プロパティ 

・マネジメント㈱ 

相互連携 

不動産事業 

投資 

投資事業 

企業価値向上支援業務 業務提供 

経営戦略支援事業 小売事業 

業務提供 

投資 投資 

シグマ・ゲイン株式会社 

融資 投資 金融商品販売 

業務提供 
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２．経営方針
①　経営の基本方針

　当社グループは、各構成員が高度な専門知識をもつプロフェッショナル集団であり、さまざまな和(シグマ)を通じ

て企業価値を高め、その結果として、社会に貢献することを目的とします。

　当社グループは、商品開発力と調達力を両輪として、新しい金融ビジネスモデルを構築し、また、社会に良質なサー

ビスを提供できる企業となるために、常に組織及び社員とも進化し続けることを企業ビジョンとしています。

　当社グループは、調達した資金を投資対象となる株式・債券・不動産などに投資し、各事業部で価値を向上させた

上で売却もしくは保有により、事業収益とキャピタルゲインのサイクルを実現させ、当社グループの企業価値そのも

のを高めていくことを基本戦略としています。

②　利益配分に関する基本方針

　当社は、平成18年11月中間期末時点において、累積損失を一掃いたしました。

　今後は、事業年度毎に、当社を取り巻く内外の環境、業績及び財務状況等を総合的に考慮して、柔軟に配当政策を

決定していく方針であります。

　具体的には、長期的な株価上昇による資産価値の増大のみならず、事業年度毎に、配当の実施等も積極的に考慮し

ていく予定であり、株主への利益還元を積極的に行っていく予定であります。

③　目標とする経営指標

　当社グループは、従来の家電商品を中心とした小売事業から金融・不動産業へと業態を転換したことを契機に、収

益力及び成長性において高い水準での数値目標を設定する所存であります。

　また、株式市場において調達した資金を効率的に運用することにも重点を置いており、ＲＯＥ（株主資本利益率）

を最大化するための諸施策を実施してまいります。

④　中長期的な経営戦略と課題

　経営の基本方針に基づき、当社グループの企業価値の向上を図るために以下の中長期的方針を推進してまいります。

　（投資事業）

　投資事業におきましては、国内外において再生・財務などの観点から高いリターンが予想される対象有価証券に

対し、投資事業組合等の集団投資スキームを活用して投資を行い、キャピタルゲインを主体としたリターンの獲得

に努めます。

　このためには、従来以上に証券・金融業界及び富裕層（主に企業オーナー）でのネットワークの構築と情報収集

が不可欠であり、そのための人材を中心とした経営資源の確保を図ります。

　また、これまでの各事業パートナー及びクライアントとの一層の関係構築により、従来の枠を超えた規模及びリ

ターンが期待可能な投資案件を組成し、自己投資においては十分なリスク分散を図り、投資スキームの組成・運営

から得られる管理報酬及び成功報酬の獲得を図るとともに、投資事業組合等の平均残高の拡大を図り、管理報酬等

による安定収益の確保を目指します。

　なお、当中間連結会計期間より国際投資事業を開始しました。当初は特に成長が期待されるアジア地域での投資

を積極的に行っていく予定であり、現在、その第一号案件として、成長著しく急激に変貌を遂げている「中国のマ

カオ市内における高級高層コンドミニアムの開発投資」に着手しております。

　今後も引き続き、投資対象の分散化を図りつつ、投資効率を一層、高めていく所存であります。

　（不動産事業）

　不動産事業におきましては、好立地で投資魅力の高い物件を中心に投資対象不動産を開拓し、売買、開発及び賃

貸による収益獲得に努めます。このためには、不動産業界でのネットワークの構築と情報収集が不可欠であり、そ

のための人材を中心とした経営資源の確保を図ります。

　また、競売物件等の管財物件に対する投資を重点的に行い、不動産購入コストを抑えることにより投資効率を高

めてまいります。
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　（経営戦略支援事業）

　経営戦略支援事業におきましては、株式公開を目指す企業等への投資を行うとともに、投資対象企業が必要とす

る経営戦略支援等のコンサルティングサービスを提供することにより、投資対象企業の企業価値を高め、早期の株

式公開等による投資回収を図ります。このためには、有望な投資対象企業の発掘及び育成のためのコンサルティン

グスキルを有する人材の確保が不可欠であり、金融・証券・コンサルティング・ベンチャー企業投資等におけるネッ

トワークの構築を図ります。

　また、Ｍ＆Ａによる経営資源の獲得を重要課題としており、企業統合シナジーが得られる案件の場合、当社が自

らＭ＆Ａにより事業拡大を図る他、当社の投資先企業又はコンサルティングサービス提供先企業において企業統合

シナジーが見込まれる場合には、Ｍ＆Ａの仲介業務を行い、手数料収益を獲得いたします。

　（小売事業）

　小売事業におきましては、株式会社サンマリが現在仙台市を中心に展開している地域密着型小型スーパーの事業

拡大を図ることを当面の課題としております。

　株式会社サンマリはコンビニ感覚の生鮮スーパーとして、小商圏マーケットを対象に高頻度でご利用頂くことを

特色としており、この経営ノウハウを他地域で展開することが可能と考えております。

　小売業は競争の激しい業界であり、特色のない業態は淘汰される傾向にありますが、消費者に支持を得られる業

態を他企業との提携等により推進してまいります。
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３．経営成績および財政状態
①　経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の継続的な改善等を背景として、個人消費及び投資意欲の回

復が本格化しつつあり、景気は総じて堅調に推移しました。

　国内株式市場においては日経平均株価が堅調に推移し、また不動産の市況も、首都圏におけるオフィス賃料の上昇

や地価の下げ止まりの傾向が顕著になってきております。

　このような中で当社グループは、業態転換後に事業展開している投資事業、不動産事業、経営戦略支援事業及び小

売事業に積極的に取り組む一方で、旧来の非事業用資産及び負債の整理を行ってまいりました。

　その結果、当中間連結会計期間における売上高は9,094,998千円、営業利益465,978千円、経常利益363,324千円、中

間純利益848,640千円となりました。

　なお、当中間連結会計期間におきまして旧中川無線株式会社の本社跡地を売却したため、売却益624,633千円が計上

されております。

　事業の種類別セグメント別の業績は次のとおりであります。

　（投資事業）

　投資事業につきましては、前連結会計年度から引き続き、国内外の優良な投資対象案件の発掘及び投資を行う

とともに、投資事業組合の組成及び運営を推進してまいりました。

　当中間連結会計期間におきましては、新たに13件の投資事業組合の組成を実施し、これら投資事業組合からの

管理報酬を得ております。これら当社が管理運営する投資事業組合の状況は、当中間会計期間末である平成18年

5月末以降提出日現在において組成している組合を含めて記載いたしますと下記のとおりであります。

  なお、解散した投資事業組合のうち、既に開示しているものについては記載を省略しております。

名称 投資対象
投資金額 当社出資金額

（百万円） （百万円） 

企業バリューアップ投資

KIWAMI６号投資事業組合 国内ベンチャー企業（コンテンツプロデュース業）の株式 120 10

KIWAMI８号投資事業組合 煌１号投資事業組合（業務執行組合員：㈱キャピタル・ギャ

ラリー　投資対象：ウェブクルー（東証マザーズ上場銘

柄））への投資

867 275

KIWAMI９号投資事業組合 上場企業株式投資 560 10

KIWAMI１０号投資事業組合 未上場企業株式投資 7,250 73

KIWAMI１１号投資事業組合 未上場企業株式投資 1,540 15

KIWAMI１２号投資事業組合 未上場企業株式投資 51 50

Σ１３号投資事業組合 上場企業株式投資 35 0

アジア新興市場投資

KIWAMIA号投資事業組合 中国メディア関連ベンチャー企業転換社債 470 10

KIWAMIB号投資事業組合 中国建設銀行株式（香港市場新規公開銘柄） 1,923 0

KIWAMIC号投資事業組合 Power　Multi　Equity　No.3ファンド投資事業組合（業務

執行組合員：㈱パワーマネージメント　投資対象：香港市

場新規公開銘柄の転換社債）への投資

400 200
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マカオ関連投資

KIWAMID号投資事業組合 マカオ不動産投資 1,775 1,500

マカオ・プロパティ投資事業

組合　

マカオ不動産投資 5,003 5,000

マカオ・プロパティ１号投資

事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 409 9

マカオ・プロパティ２号投資

事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 1,021 21

マカオ・プロパティ３号投資

事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 485 15

マカオ・プロパティ４号投資

事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 826 9

マカオ・プロパティ５号投資

事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 372 12

マカオ・プロパティ６号投資

事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 207 2

マカオ・プロパティ７号投資

事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 351 11

マカオ・プロパティ８号投資

事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 1,445 45

（注)　「投資金額」は投資事業組合全体としてのファンド規模であります。投資事業組合の組合員は複数の

　　投資家から構成されており、当社グループは業務執行組合員として当該投資事業組合に出資してお

　　ります。

　また投資事業組合の組成及び管理以外で当中間連結会計期間において、投資事業組合からの出資と並行して,

当社で独自に資金調達を行い、子会社であるマカオ・プロパティ・マネジメント株式会社を通じて中国のマカオ

市の不動産開発に自己投資しております。またこれ以外でも純投資をおこなっており、利益を獲得しておりま

す。

　これらの結果、売上高は5,241,327千円、営業利益は581,550千円となりました。

　（不動産事業）

　不動産事業につきましては、当中間連結会計期間において、首都圏を中心に不動産の売買及び開発に積極的に

取り組む一方で、同事業の強化を図るべく、平成18年4月に日本アセットアドバンス株式会社を子会社化しており

ます。これにより一層、収益獲得機会が拡がり、今後の収益力強化につながるものと認識しております。

　なお、同子会社の業績が当社グループ業績に本格的に貢献してくる時期は、当下半期以降となります。

　この結果、売上高は1,906,082千円、営業利益は68,469千円となりました。

　（経営戦略支援事業）

　経営戦略支援事業につきましては、当中間連結会計期間において、主な事業展開として、主に中小企業を対象

とした総合的なコンサルティング及び純投資を積極的に行いました。

　ただし比較的、投資回収に長期間を要するため、当中間連結会計期間では営業損失を計上しております。

　これらの結果、売上高は150,440千円、営業損失は3,439千円となりました。

　（小売事業）

　小売事業につきましては、子会社である株式会社サンマリで仙台市を中心に地域密着型スーパー「サンマリ」

を展開しており、当中間連結会計期間の業績は堅調に推移しております。

　これらの結果、売上高は1,862,129千円、営業利益は7,914千円となりました。

　（その他事業）
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　株式会社渋谷ビジネスホテルにおいて「渋谷ビジネスホテル」を運営しておりましたが、会社グループ内での

経営資源の集中と選択を図るために、平成18年6月に当社は同株式をグループ外へ全株売却し、同事業からは撤退

しております。

　当中間連結会計期間における売上高は69,761千円、営業損失は48,303千円となりました。

②　当事業年度の見通し

　平成18年11月期の業績予想につきましては、売上高125億円、経常利益13億７千万円、当期純利益は16億９千万円を

見込んでおります。

③　財政状態

キャッシュ・フローの状況

　当連結中間会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが5,099,144千円のマイ

ナスとなりましたが、社債発行による収入4,907,545千円及び少数株主からの払込による収入7,118,362千円を計上し、

財務活動によるキャッシュ・フローが11,291,277千円となった結果、前連結会計年度末に比べ6,536,162千円増加し、

当連結中間会計期間末において12,941,030千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結中間会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは5,099,144千円のマイナスとなりました。

　これは主に、営業投資有価証券の増加額1,997,971千円、前渡金の増加額2,252,567千円、預け金の増加額1,933,412

千円及び前受金の減少額1,460,000千円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）

　当連結中間会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは447,207千円のプラスとなりました。

　これは主に、有形固定資産の売却による収入1,036,610千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支

出570,096千円及び貸付による支出385,000千円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは11,291,227千円のプラスとなりました。

　これは主に、社債の発行による収入4,907,545千円、短期借入れによる収入1,784,778千円、短期借入金の返済に

よる支出2,510,983千円及び少数株主からの払込による収入7,118,362千円によるものであります。

（キャッシュ・フロー指標）

平成17年11月中間期 平成18年11月中間期

自己資本比率（％） 56.6％ 28.3％

時価ベースの自己資本比率（％） 432.8％ 84.0％

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － －

　当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。

（注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

自己資本比率　　　　　　　　　　　　　自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率　　　　　　　株式時価総額／総資産

債務償還年数　　　　　　　　　　　　　有利子負債／営業キャッシュ・フロー×２

インタレスト・カバレッジ・レシオ　　　営業キャッシュ・フロー／利払い

２．株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。

　　なお、決算期変更のため平成17年11月期の会計期間が８ヶ月となり、証券保管振替機構から平成17年11

　　月中間期末時点における実質株主の通知が行われないため、同時点での自己株式数が不明であります。

　　よって平成17年11月中間期末における株式時価総額の算定にあたって自己株式は考慮しておりません。

３．算出の結果数値がマイナスとなる場合には「―」で表記しております。

④　事業等のリスク

　当社の経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。当社は、こ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応につとめる所存であります。なお、

下記記載リスク項目は、当社に関するすべてのリスクを網羅したものではありません。
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＜投資事業＞

ａ．有価証券の価格変動リスクについて

　当社グループは、株式をはじめとする価格変動リスクを有する商品への投資を行っております。当社グループ

としては、価格変動リスクを低減するための諸施策を実施し、当該リスクを極力抑えた投資を行う方針でありま

すが、上場有価証券においては、市況の動向や個別銘柄の価格変動要因により当社投資銘柄の価格が変動し、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、未上場の有価証券への投資におきましても投資先の

財政状態の悪化等により当社投資銘柄の実質価値が減少する可能性があります。

ｂ．資金調達について

　当社グループは、有価証券等への投資を行うにあたり、必要な資金調達を実施する必要があります。有価証券

等への投資に際しては対象により機動的かつ多額の資金調達を必要とすることから、資金調達手段の多様化と資

金調達先の確保が求められます。現在のところ、自己資金を主体に金融機関からの借入金により必要資金をまか

なっておりますが、金融情勢の変化等により必要な資金調達を実施することが困難になり、投資機会を失う可能

性があります。

ｃ．投資事業組合等による投資について

　当社グループは、多額の資金を必要とする投資案件に関しては、当社グループのリスクを低減するために当社

グループが全額自己資金で投資するのではなく、投資事業組合等を組成し、複数の組合員によりリスクを分散さ

せた投資を実施しております。投資事業組合等の組成には、その運営管理を行うファンドマネージャーの能力等

により投資家の信用を得ることが不可欠でありますが、投資家の期待する投資実績を確保できない場合、十分な

投資を得られない可能性があります。

＜不動産事業＞

ａ．不動産の保有リスクについて

　不動産への投資には通常、多額の資金を必要とし、価格変動リスクも高いことから、当社グループが自己資金

で不動産への投資を行う場合、対象不動産の選定は十分に検討を行い、投資利益の獲得の可能性の高い物件を購

入しております。しかしながら、不動産価格の動向や投資不動産の固有の状況によっては、当社グループが所有

する不動産の価格が変動し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社の保有する不動産に災害等による毀損、滅失が生じた場合、当社に損失が発生する可能性がありま

す。

ｂ．資金調達について

　当社グループは、不動産への投資を行うにあたり、必要な資金調達を実施する必要があります。必要な資金調

達が行えず、投資機会を逸失するリスクについては、投資事業におけるリスクと同様であります。

　また、不動産取引を抑制する政策が実施された場合、不動産投資のための資金調達が困難となる可能性があり

ます。

ｃ．競争の激化について

　不動産業は比較的参入が容易であるため、市場の動向により競争が激化し、当社の業績に影響を与える可能性

があります。特に立地等により収益性が有望である不動産については、その取得をめぐる競争が激しいため、不

動産業界におけるネットワークの構築、情報収集手段の多様化等が不可欠でありますが、そのような競争優位性

を確保できない場合、十分な収益を確保できない可能性があります。

ｄ．法的規制について

　不動産の売買・賃貸の代理、媒介等を行う場合には、「宅地建物取引業法」に基づく許認可が必要であり、当

社グループは同法に従って許認可を取得し、事業を展開しております。また同法以外にも、不動産開発等につい

ても様々な法的規制があります。当社グループが事業を展開するにあたって、必要な許認可を取得できない場合、

また、一定の事由により許認可を失った場合、事業活動が妨げられる可能性があります。

　また、不動産に関する税制が今後改正され、不動産事業における収益性が変動する可能性があります。

＜経営戦略支援事業＞

ａ．株式公開支援事業について

　当社グループは、株式公開準備企業に対する投資を行うとともに、投資先に対するコンサルティングを行うこ

とにより投資先の企業価値を高め、早期の株式公開を実現することを主要事業と位置づけております。

　投資先の選定を慎重に行うことにより、投資先の株式公開から得られる利益を確保できるよう努めております

が、下記の要因等により同事業の進捗が遅れ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

・同業他社との競合等により有望な投資先の発掘が阻害される可能性

・投資先企業が属する市場の状況や経営資源により株式公開に必要な業績が確保できない可能性

・株式市場の市況が悪化し、新規株式公開が阻害される可能性
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ｂ．人的資源への依存について

　投資先の企業価値を高めるためのコンサルティングは、コンサルティングを実施する人材の能力に大きく依存

すると認識しております。特に株式公開支援事業においては、株式公開に関する実務経験、会計知識及び法律知

識等が要求され、同経験及び知識を併せ持ったスペシャリストが必要であります。今後、経営戦略支援事業にお

いて業績を拡大するためには、良質なコンサルタントの確保が不可欠でありますが、必要な人材の獲得が困難と

なる場合、また、人材の流出が起きた場合においては、同事業の進捗が阻害され、当社の業績に影響を与える可

能性があります。

＜小売事業＞

ａ．取扱商品について

　主たる取扱商品である食品、とりわけ生鮮食品につきましては、その安全性が疑われる問題が生じた場合、需

給関係に変動が生じることが予想され、消費者の買い控え等が発生し、期待された収益を実現できない可能性が

あります。

ｂ．競争の激化について

　小売業においては、近年特に競争が激化しており、多様な業態の事業者が出現し、特色のない事業者は淘汰さ

れる傾向にあります。特に既存店舗に直接影響を与える可能性のある場所に競合店舗が進出した場合、来店客数

の減少及び売上高・粗利益の低下の可能性があります。

ｃ．新規出店について

　新規出店にあたっては、店舗の収益性を最重要視して賃貸料等の出店条件及び周辺の環境等を勘案して決定す

る方針であります。しかしながら、希望する出店予定地が確保できない等の理由により計画通りの新規出店が進

まない場合、期待された収益を実現できない可能性があります。

＜当社が「不適当な合併等」の猶予期間に入っていることについて＞

　当社は従来「ナカヌキヤ」の商号で行っておりました家電商品を主体とした小売事業を廃止し、大幅な業態転換

を行いましたが、この業態転換の要素の中に株式会社サンマリの子会社化があり、これに関して大阪証券取引所よ

り「不適当な合併等」の猶予期間に入るとの指摘を受けております。これに関しては、平成20年11月30日までに新

規上場審査基準に準じた再審査を受けることになっており、必要な準備を進めております。

　なお、同再審査及び日本版SOX法等への対応に向けて、当社では平成18年5月に内部統制向上委員会を設置し、内

部統制の一層の充実に努めております。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年11月30日）

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   3,797,521   12,941,030   6,404,868  

２．売掛金   44,229   48,526   38,722  

３．営業投資有価証券   10,433   2,461,545   22,413  

４．投資損失引当金   ―   △136,040   ―  

５．販売用不動産 ※２  2,913,691   2,549,188   2,957,085  

６．棚卸資産   97,839   99,809   97,839  

７．前渡金   ―   2,351,417   37,850  

８．短期貸付金   927,900   1,172,100   1,197,900  

９．預け金   ―   2,000,000   66,587  

10．その他   1,192,212   955,330   538,964  

貸倒引当金   △5,610   △11,006   △6,216  

流動資産合計   8,978,216 78.2  24,431,900 91.7  11,356,016 82.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物及び構築物 ※２ 591,527   455,207   587,178   

(2) 土地 ※２ 648,952   501,619   648,952   

(3) その他  43,384 1,283,864 11.2 63,416 1,020,243 3.8 43,408 1,279,538 9.3

２．無形固定資産           

(1）連結調整勘定  163,378   283,433   157,996   

(2）その他  14,025 177,403 1.6 14,348 297,782 1.1 14,025 172,021 1.2

３．投資その他の資産           

(1）差入保証金 ※２ 705,028   652,916   704,954   

(2) その他  380,683   296,122   379,581   

貸倒引当金  △46,577 1,039,133 9.0 △48,656 900,382 3.4 △46,630 1,037,905 7.5

固定資産合計   2,500,401 21.8  2,218,407 8.3  2,489,466 18.0

資産合計   11,478,617 100.0  26,650,308 100.0  13,845,482 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年11月30日）

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   386,744   236,378   400,781  

２．短期借入金 ※２  2,008,000   2,167,295   2,498,000  

３．一年内返済予定の長
期借入金

※２  29,163   38,249   34,004  

４．一年内返済予定の社
債

  ―   5,000,000   ―  

５．一年内償還予定の転
換社債

※２  1,250,000   1,250,000   1,250,000  

６．預り金   ―   1,459,266   5,235  

７．ポイント割引引当金   31,430   30,667   31,430  

８．その他   588,372   1,059,078   2,191,369  

流動負債合計   4,293,710 37.4  11,240,935 42.1  6,410,820 46.3

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   19,171   35,362   32,664  

２．退職給付引当金   6,909   7,348   6,909  

３．役員退職慰労引当金   5,962   7,420   5,962  

４．賃借契約損失引当金   350,000   159,843   334,104  

５．その他   302,712   207,493   284,661  

固定負債合計   684,754 6.0  417,467 1.6  664,301 4.8

負債合計   4,978,464 43.4  11,658,402 43.7  7,075,121 51.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   7,043,034 61.4  ―   7,043,034 50.9

Ⅱ　資本剰余金   4,436,152 38.6  ―   4,436,152 32.0

Ⅲ　利益剰余金   △4,995,435 △43.5  ―   △4,722,495 △34.1

Ⅳ　土地再評価差額金   24,189 0.2  ―   24,189 0.2

Ⅴ　自己株式   △7,787 △0.1  ―   △10,520 △0.1

資本合計   6,500,153 56.6  ―   6,770,360 48.9

負債及び資本合計   11,478,617 100.0  ―   13,845,482 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   ― ―  7,044,294 26.4  ― ―

２．資本剰余金   ― ―  1,260 0.0  ― ―

３．利益剰余金   ― ―  562,106 2.1  ― ―

４．自己株式   ― ―  △11,494 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ―  7,596,167 28.5  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額           

１．土地再評価差額金   ― ―  24,189 0.1  ― ―

２．為替換算調整勘定   ― ―  △65,672 △0.2  ― ―

評価・換算差額等合計   ― ―  △41,482 △0.1  ― ―

Ⅲ　少数株主持分   ― ―  7,437,220 27.9  ― ―

純資産合計   ― ―  14,991,905 56.3  ― ―

負債純資産合計   ― ―  26,650,308 100.0  ― ―
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12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４月１日
至　平成17年11月30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   2,607,862 100.0  9,094,998 100.0  4,333,770 100.0

Ⅱ　売上原価   2,094,068 80.3  7,774,322 85.5  3,464,096 79.9

売上総利益   513,793 19.7  1,320,676 14.5  869,673 20.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  752,582 28.9  854,697 9.4  821,333 19.0

営業利益又は
営業損失（△）

  △238,788 △9.2  465,978 5.1  48,339 1.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  19,993   18,332   25,108   

２．仕入割引  32,017   ―   32,017   

３．賃貸収入  21,695   ―   21,695   

４．為替差益  ―   4,816   ―   

５．その他  7,944 81,650 3.1 6,038 29,188 0.3 9,095 87,916 2.0

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  25,341   38,687   36,468   

２．賃貸原価  20,507   ―   20,507   

３．新株発行費  42,656   ―   42,656   

４．社債発行費  ―   92,455   ―   

５．その他  763 89,270 3.4 699 131,842 1.4 8,998 108,631 2.5

経常利益又は
経常損失（△）

  △246,408 △9.5  363,324 4.0  27,624 0.6

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ ― ― ― 624,633 624,633 6.9 ― ― ―

Ⅶ　特別損失           

１．営業譲渡損失  304,342   ―   304,342   

２．減損損失 ※５ 1,256,499   ―   1,256,499   

３．賃借契約損失引当金
繰入額

 350,000   23,890   334,104   

４．固定資産売却損 ※３ ―   1,258   ―   

５．固定資産除却損 ※４ ―   131,832   ―   

６．賃借契約解約損  ―   60,312   ―   

７．その他 ※４ 252,016 2,162,858 82.9 3,640 220,934 2.5 267,911 2,162,858 49.9

税金等調整前中間純
利益又は税金等調整
前中間（当期）純損
失（△）

  △2,409,267 △92.4  767,024 8.4  △2,135,233 △49.3

法人税、住民税及び
事業税

 3,748   2,458   4,778   

過年度法人税等還付
額

 △1,340   ―   △1,340   

法人税等調整額  △49,228 △46,820 △1.8 983 3,441 0.0 △49,165 △45,727 △1.1

少数株主損失   ― ―  △85,058 0.9  ― ―

中間純利益又は中間
（当期）純損失
（△）

  △2,362,446 △90.6  848,640 9.3  △2,089,506 △48.2
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30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   49,122  49,122

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  4,101,554  4,101,554  

２．転換社債の株式転換による増
加高

 270,175  270,175  

３．ストックオプションの行使に
よる増加高

 15,300 4,387,029 15,300 4,387,029

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残
高

  4,436,152  4,436,152

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △1,249,768  △1,249,768

Ⅱ　利益剰余金減少高      

１．中間（当期）純損失  2,362,446  2,089,506  

２．土地再評価差額金取崩額  1,383,219 3,745,666 1,383,219 3,472,726

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期末）残
高

  △4,995,435  △4,722,495
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(4) 中間連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成17年11月30日　残高

（千円）
7,043,034 4,436,152 △4,722,495 △10,520 6,746,171

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 1,260 1,260   2,520

中間純利益（千円）   848,640  848,640

自己株式の取得（千円）    △973 △973

前期利益処分による資本剰余金

の取崩（千円）
 △4,436,152 4,436,152  ―

当期連結加入による利益剰余金

の減少高（千円）
  △190  △190

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

    ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
1,260 △4,434,892 5,284,602 △973 849,996

平成18年５月30日　残高

（千円）
7,044,294 1,260 562,106 △11,494 7,596,167

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年11月30日　残高

（千円）
24,189 ― 24,189 － 6,770,360

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円）     2,520

中間純利益（千円）     848,640

自己株式の取得（千円）     △973

前期利益処分による資本剰余金の

取崩（千円）
    ―

当期連結加入による利益剰余金の

減少高（千円）
    △190

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

 △65,672 △65,672 7,437,220 7,371,548

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
 △65,672 △65,672 7,437,220 8,221,544

平成18年５月30日　残高

（千円）
24,189 △65,672 △41,482 7,437,220 14,991,905
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間（当期）純
損失（△）

 △2,409,267 767,024 △2,135,233

減価償却費  33,664 31,497 39,918

連結調整勘定償却額  △1,929 18,846 3,452

貸倒引当金の増加額  4,234 6,710 4,892

ポイント割引引当金の減少額  △80 △763 △80

退職給付引当金の増減額  △220,848 439 △220,848

役員退職慰労引当金の増加額  331 1,457 331

賃借契約損失引当金の増減額  350,000 △20,624 334,104

投資損失引当金の増加額  ― 136,040 ―

受取利息及び受取配当金  △19,993 △18,332 △25,108

支払利息  25,341 38,687 36,468

固定資産売却益  ― △624,633 ―

固定資産売却損  ― 1,258 ―

固定資産除却損  2,047 131,832 2,047

減損損失  1,256,499 ― 1,256,499

営業譲渡損失  304,342 ― 304,342

新株発行費  42,656 ― 42,656

社債発行費  ― 92,455 ―

賃借契約解約損  ― 60,312 ―

売上債権の増減額  106,704 △114 112,212

営業投資有価証券の増加額  △10,433 △1,997,971 △22,413

販売用不動産の増減額  △2,913,691 986,215 △2,957,085

棚卸資産の減少額  229,769 51,225 229,769

前渡金の増減額  ― △2,252,567 ―

預け金の増減額  ― △1,933,412 ―

仕入債務の減少額  △394,017 △164,403 △379,980

預り金の増加額  ― 1,451,875 ―

前受金の増減額  ― △1,460,000 1,662,104

未払消費税の増減額  △34,666 12,791 △28,177

その他  △960,169 △388,429 △605,957

小計  △4,609,504 △5,072,581 △2,346,086

利息及び配当金の受取額  17,700 16,233 22,343

利息の支払額  △33,457 △28,125 △24,483

法人税等の支払額  △20,407 △14,670 △26,172

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △4,645,669 △5,099,144 △2,374,398
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

有形固定資産の取得による支
出

 △5,136 △46,143 △7,060

有形固定資産の売却による収
入

 ― 1,036,610 ―

無形固定資産の取得による支
出

 △12,964 ― △12,964

連結の範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による支出

 △490,124 △570,096 △490,124

貸付けによる支出  △2,218,000 △385,000 △3,388,000

貸付金の回収による収入  1,345,670 401,248 2,245,949

営業譲渡による収入  500,000 ― 602,045

差入保証金の取得による支出  ― △47,724 △270

差入保証金の返還による収入  360,024 58,313 360,368

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △520,530 447,207 △690,056

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

社債の発行による収入  ― 4,907,545 ―

短期借入れによる収入  1,125,000 1,784,778 1,625,000

短期借入金の返済による支出  △1,211,101 △2,510,983 △1,221,101

長期借入れによる収入  ― ― 20,000

長期借入金の返済による支出  ― △9,972 △1,666

少数株主からの払込による収
入

 ― 7,118,362 ―

株式の発行による収入  8,191,051 2,520 8,191,051

自己株式の取得による支出  △5,270 △973 △8,003

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 8,099,679 11,291,277 8,605,280

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

 ― △103,177 ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  2,933,479 6,536,162 5,540,826

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  864,042 6,404,868 864,042

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１ 3,797,521 12,941,030 6,404,868
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

　当社グループは、シグマ・ゲイン株式会社

（中間連結財務諸表提出会社）が平成10年3月

期以降、連続して営業損失を計上しており、当

社グループは当中間連結会計期間においても、

238,788千円の営業損失を計上し、営業譲渡損

失304,342千円、減損損失1,256,499千円および

閉店した店舗の賃借契約損失引当金350,000千

円等により、当中間純損失が2,362,446千円と

なりました。

　また、営業活動によるキャッシュ・フローは

販売用不動産の増加、営業譲渡による仕入債務

の減少等により、4,645,669千円の大幅なマイ

ナスになっています。

　さらに、シグマ・ゲイン株式会社が７月から

ビジネスモデルを大幅に変更しましたことによ

り、当社グループの７月から９月の売上高が

986,560千円と大幅に減少しています。

　当該状況により、当社グループは継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しています。

　当社グループは当該状況を解消するため、平

成17年６月22日に、KIWAMI１号投資事業組合お

よびKIWAMI２号投資事業組合を割当先として、

総額3,202百万円の第三者割当増資をおこないま

した。また、平成17年９月26日に、

Power Multi Equity ファンド投資事業組合、

Power Multi Equity No2 ファンド投資事業組合、

Harbor Bridge Trust, Astral Ridge

Investment および全国保証株式会社を割当先と

して、総額5,000百万円の第三者割当増資をおこ

ないました。

　転換社債につきましては、当中間連結会計期

間中に550百万円が株式に転換されました。残

りの転換社債は1,250百万円で、償還期限が平

成18年９月６日ですが、シグマ・ゲイン株式会

社の株価が転換価格（57円／株）の数倍以上で

推移している状況の中では、全額株式に転換さ

れる見通しです。

　以上の資本政策の結果、純資産は平成17年３

月期末84,162千円から、当中間連結会計期間末

6,500,153千円と大幅に増加しました。また、

現金および現金同等物の残高は、平成17年３月

期末864,042千円から、当中間連結会計期間末

3,797,521千円と大幅に増加し、財務内容が改

善されました。

　今まで営業損失を計上していましたナカヌキ

ヤ事業（営業店舗８店舗）は、平成17年７月１

日に株式会社エスケイジャパンの100%子会社に

営業譲渡し、残る１店舗は閉鎖し、完全に家電

量販店＋ディスカントストア事業から撤退しま

した。そして、新規事業としてM&A仲介業等の

金融・投資事業、収益物件不動産の買取および

販売等の不動産事業と各種経営コンサルティン

グ事業を柱に展開する業態に大幅に転換しまし

た。

 ――――――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 ――――――――――
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

　また、平成17年７月に仙台市内を中心に地域

スーパーを展開する株式会社サンマリ（平成17

年３月期実績　売上高4,226百万円、経常利益

62百万円、当期純利益129百万円）の株式を

100%取得し、子会社化しました。さらに、平成

17年９月に人材コンサルタント会社の株式会社

インタービジョンコンソーシアム（平成17年４

月期実績　売上高187百万円、経常利益1百万円、

当期純利益1百万円）とホテル業の株式会社渋

谷ビジネスホテル（平成16年12月期実績　売上

高161百万円、経常利益3百万円、当期純利益3

百万円）の株式を100%取得し、子会社化しまし

た。

　シグマ・ゲイン株式会社の新規事業が平成17

年７月からスタートしたことと、子会社化が平

成17年７月及び９月であるため、当中間連結会

計期間における売上高への影響は僅少ですが、

新たに経営に参加した経営陣の今までの幅広い

ネットワークによって、新規事業を含めた当社

グループの売上高は今後大幅に伸びる見込みで

す。

　その結果、平成17年11月期では、営業利益・

経常利益とも黒字化する見通しです。また、平

成18年11月期では、売上高、経常利益、純利益

とも大幅に増加する見通しです。

　以上により、当社グループの継続企業の前提

に関する重要な疑義は解消しつつあり、従いま

して、中間連結財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑義の影

響を反映しておりません。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項  １．連結の範囲に関する事項

 連結子会社の数　３社

主要な連結子会社名

株式会社サンマリ

株式会社インタービジョンコンソーシア

ム

株式会社渋谷ビジネスホテル

 (1) 連結子会社の数　22社

主要な連結子会社名

株式会社サンマリ

株式会社インタービジョンコンソー

シアム

株式会社渋谷ビジネスホテル

株式会社プロスタッフ

日本アセットアドバンス株式会

社

アセットライズ有限会社

エヌ・エー・エー・ワン有限会

社

エヌ・エー・エー・ワン有限責

任中間法人

Castle Rock Investment 

Holdings Ltd.

マカオ・プロパティ・マネジメ

ント株式会社

マカオ・プロパティ投資事業組

合他、12投資事業組合

 

　上記のうち、株式会社プロスタッ

フ、日本アセットアドバンス株式

会社、アセットライズ有限会社、

エヌ・エー・エー・ワン有限会社

及びエヌ・エー・エー・ワン有限

責任中間法人については、当中間

連結会計期間において株式又は出

資持分を取得したため、連結の範

囲に含めております。　　　　

Castle Rock Investment 

Holdings Ltd.及びマカオ・プロパ

ティ・マネジメント株式会社につ

いては、当中間連結会計期間にお

いて新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。

　マカオ・プロパティ投資事業組

合他の投資事業組合については、

当中間連結会計期間において新た

に設立した11組合の他、当中間連

結会計期間において連結の範囲の

見直しを行い、当社グループの財

務内容及び損益状況をより適正に

開示するため、１組合を当中間連

結会計期間より連結の範囲に含め

ております。

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社

エピック・マネジメント株式会社

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、中間純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも

中間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。

 連結子会社の数　３社

主要な連結子会社名

 株式会社サンマリ

 株式会社インタービジョンコンソーシア

ム

 株式会社渋谷ビジネスホテル
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項  ２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。 　持分法を適用していない非連結子会社

（エピック・マネジメント株式会社）及び

関連会社（日本ベストサポート株式会社）

は、中間純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても中間連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても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。

 　該当事項はありません。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３．連結子会社の中間決算日等に関する事項  ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社インタービ

ジョンコンソーシアムの中間決算日は10月

31日、株式会社渋谷ビジネスホテルの中間

決算日は6月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっては、

中間連結決算日において実施した仮決算に

基づく中間財務諸表を使用しております。

　株式会社サンマリの中間決算日は、中間

連結決算日と同一であります。

　連結子会社のうち、株式会社インタービ

ジョンコンソーシアムの中間決算日は10月

31日、株式会社渋谷ビジネスホテル及び

Castle Rock Investment Holdings Ltd.

の中間決算日は6月30日、株式会社プロス

タッフの中間決算日は２月28日、マカオ・

プロパティ・マネジメント株式会社の中間

決算日は９月30日であります。また、連結

の範囲に含めている12投資事業組合の事業

年度は設立時期により異なります。

　これら17社に関し、中間連結財務諸表の

作成に当たっては、中間連結決算日におい

て実施した仮決算に基づく中間財務諸表を

使用しております。

　株式会社サンマリの中間決算日は、９月

30日であり、中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同社の決算日である平成18年３

月31日現在の財務諸表を使用しており、４

月１日から中間連結決算日５月31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。

　日本アセットアドバンス株式会社の中間

決算日は、４月30日であり、中間連結財務

諸表の作成に当たっては、同社の中間決算

日（平成18年４月30日）現在の中間財務諸

表を使用しており、５月１日から中間連結

決算日５月31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。

　また、日本アセットアドバンス株式会社

の子会社であるアセットライズ有限会社の

中間決算日は12月31日、エヌ・エー・

エー・ワン有限会社並びにエヌ・エー・

エー・ワン有限責任中間法人の中間決算日

は10月31日であり、中間連結財務諸表の作

成に当たっては、日本アセットアドバンス

株式会社の中間決算日（平成18年４月30

日）において実施した仮決算に基づく中間

財務諸表を使用しており、５月１日から中

間連結決算日５月31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。

　連結子会社のうち、株式会社サンマリの

決算日は３月31日、株式会社インタービ

ジョンコンソーシアムの決算日は４月30日、

株式会社渋谷ビジネスホテルの決算日は12

月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、株式

会社サンマリについては同社の中間決算日

（平成17年９月30日）現在の中間財務諸表

を使用しており、株式会社インタービジョ

ンコンソーシアム及び株式会社渋谷ビジネ

スホテルについては連結決算日において実

施した仮決算に基づく財務諸表を使用して

おります。

　ただし、株式会社サンマリについて、10

月１日から連結決算日11月30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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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項  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  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法   (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券（営業投資有価証券

を含む）

時価のないもの　　総平均法による原

価法

①　有価証券

その他有価証券（営業投資有価証券

を含む）

同左

 ①　有価証券

その他有価証券（営業投資有価証券

を含む） 

同左

②　たな卸資産

販売用不動産　　　

個別法による原価法　　

商品　　

売価還元原価法

②　たな卸資産

販売用不動産

同左

商品　

同左

 ②　たな卸資産

 販売用不動産

同左

 商品　

同左

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

  連結子会社のうち、株式会社サン

マリは定額法によっており、その他

の連結子会社及び当社は定率法に

よっております。ただし、当社の平

成10年４月１日以降の新規取得建物

（建物附属設備を除く）については

定額法によっております。

　なお、事業用定期借地権契約に

よる借地上の建物については、事

業用定期借地権の賃借期間を耐用

年数として採用しております。

　また、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年～24年

器具備品　　　　３年～10年

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

 

 

　

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

 ①　有形固定資産

同左

 

 

 

 

②　無形固定資産

定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産 

同左

(3) 重要な引当金の計上基準 

①　投資損失引当金

　―――――――――

(3) 重要な引当金の計上基準 

①　投資損失引当金

当中間期末に有する営業投資有価証券の

損失に備えるため、投資先企業の実情を

勘案の上、その損失見積額を計上してお

ります。

 (3) 重要な引当金の計上基準 

①　投資損失引当金

　　―――――――――

②　貸倒引当金

　当社及び連結子会社は、債権の貸

倒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

倒懸念債権等の特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

②　貸倒引当金

同左

②　貸倒引当金

同左

③　ポイント割引引当金

　一部の連結子会社において、各店

舗におけるポイントの使用による売

上値引に備えるため、将来使用され

ると見込まれる金額を使用実績率に

基づき計上しております。

③　ポイント割引引当金

同左

 ③　ポイント割引引当金

同左

④　退職給付引当金

　一部の連結子会社において、従業

員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、当中間連結会計期

間末において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

　一部の連結子会社において、従業

員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき計上しております。 
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

⑤　役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社において、役員

の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づき当中間連結会計期間末

における要支給額を計上しておりま

す。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社において、役員

の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づき当連結会計年度末にお

ける要支給額を計上しております。

⑥　賃借契約損失引当金

　当社は、閉店済みの店舗等に係る

不動産の賃借契約について予測され

る損失の発生に備えるため、将来負

担すると見込まれる支払賃料等の金

額を見積もり計上しております。

⑥　賃借契約損失引当金

同左

⑥　賃借契約損失引当金

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

　当社及び連結子会社は、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。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) その他中間連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

(5) その他中間連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

①　消費税等の会計処理方法

同左

(5) その他中間連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

①　消費税等の会計処理方法

同左

②　投資事業組合等への出資金の会計処理

　投資事業組合等への出資金に係る会

計処理は、組合等の事業年度の財務諸

表に基づいて、組合等の資産・負債・

収益・費用を当社の出資持分割合に応

じて計上しております。また、出資金

払込後、当社の中間決算日までに、財

務諸表が作成されていない投資事業組

合等への出資金については、流動資産

の「営業投資有価証券」に計上してお

ります。

②　投資事業組合等への出資金の会計処理

　投資事業組合等への出資金に係る会

計処理は、組合等の事業年度の財務諸

表に基づいて、組合等の資産・負債・

収益・費用を当社の出資持分割合に応

じて計上しております。また、出資金

払込後、当社の決算日までに、財務諸

表が作成されていない投資事業組合等

への出資金については、流動資産の

「営業投資有価証券」に計上しており

ます。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

　手許現金、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の到来

する短期投資からなっております。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

同左

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資

金の範囲

同左

－ 23 －



中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

──────―― （役員賞与に関する会計基準） ──────――

　当中間連結会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準

第４号　平成17年11月29日）を適用し

ております。これによる損益に与える

影響はありません。

──────―― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

──────――

 

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は7,554,684千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

────── （中間連結貸借対照表）

１．「前渡金」は、前中間連結会計期間末は、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連

結会計期間末において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「前渡金」の金額は

561,050千円であります。

 

 

２．「預り金」は、前中間連結会計期間末は、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連

結会計期間末において負債純資産合計の100分の５を

超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「預り金」の金額は

4,586千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「前渡金の増減

額」は、前中間連結会計期間末は、「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため

区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「前渡金の増減額」の金額は△554,800千円であ

ります。

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「預け金の増減

額」は、前中間連結会計期間末は、「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため

区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「預け金の増減額」の金額は32,917千円でありま

す。

３．営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増減

額」は、前中間連結会計期間末は、「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため

区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「預り金の増減額」の金額は△18,086千円であり

ます。

４．営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増減

額」は、前中間連結会計期間末は、「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため

区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「前受金の増減額」の金額は△16,395千円であり

ます。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年５月31日）

前連結会計年度末
（平成17年11月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,828,401千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,292,880千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,330,287千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

 建物 105,819千円

 土地 478,825千円

 店舗差入保証金 389,070千円

 　合計 973,715千円

 建物 2,541千円

 土地 68,845千円

 差入保証金 71,394千円

 　合計 142,781千円

 販売用不動産 1,335,919千円

 建物 105,237千円

 土地 478,825千円

 長期貸付金 139,500千円

 差入保証金 249,226千円

 　合計 2,308,709千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 2,008,000千円

一年内返済予定の

長期借入金 20,000千円

一年内償還予定の

転換社債 350,000千円

 　合計 2,378,000千円

短期借入金 977,016千円

一年内返済予定の

長期借入金 20,000千円

一年内償還予定の

転換社債 350,000千円

 　合計 1,347,016千円

短期借入金 2,498,000千円

一年内返済予定の

長期借入金 20,000千円

一年内償還予定の

転換社債 350,000千円

 　合計 2,868,000千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30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。

 広告宣伝費 37,319千円

 物流費 15,174千円

 役員報酬 18,884千円

 給料手当 240,264千円

 退職給付費用 23,204千円

 手数料 69,329千円

 水道光熱費 43,668千円

 地代家賃 149,180千円

 減価償却費 15,283千円

 貸倒引当金繰入額 4,234千円

 広告宣伝費 24,166千円

 役員報酬 43,844千円

 給料手当 257,769千円

 手数料 133,811千円

 水道光熱費 42,068千円

 地代家賃 105,372千円

 減価償却費 28,029千円

 貸倒引当金繰入額 10,130千円

 支払報酬 31,183千円

 広告宣伝費 37,319千円

 物流費 15,222千円

 役員報酬 26,043千円

 給料手当 249,569千円

 退職給付費用 23,204千円

 手数料 84,176千円

 水道光熱費 40,861千円

 地代家賃 159,482千円

 租税公課 35,399千円

 減価償却費 20,142千円

 貸倒引当金繰入額 4,892千円

※２　　　―――――――― ※２　固定資産売却益の内訳 ※２　　　――――――――

 建物及び構築物 14,289千円

 土地 610,343千円

※３　　　―――――――― ※３　固定資産売却損の内訳 ※３　　　――――――――

 器具備品 1,258千円

※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳

 建物 1,521千円

 車両運搬具 62千円

 器具備品 463千円

 建物及び構築物 126,709千円

 機械装置 4,102千円

 器具備品 1,020千円

 建物 1,521千円

 車両運搬具 62千円

 器具備品 463千円

－ 26 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

※５　減損損失 ※５　　　―――――――― ※５　減損損失

　当中間連結会計期間において当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。

　当連結会計年度において当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失

を計上いたしました。

場所 用途 種類 減損損失
（千円）

大阪府

大阪市

店舗及び賃

貸不動産

土地

建物・構築物

器具備品他

ソフトウェア

221,864

170,273

24,195

14,887

大阪府

東大阪市

賃貸不動産 土地

建物・構築物

94,941

4,448

大阪府

泉南市

賃貸不動産 建物・構築物 237,410

奈良県

磯城郡

賃貸不動産 土地

建物・構築物

184,602

49,350

三重県

名張市

賃貸不動産 土地

建物・構築物

80,457

40,889

愛知県

春日井市

遊休不動産 土地 88,700

その他

６市町村

店舗 建物・構築物

器具備品

29,789

14,690

 合計

 

土地

建物・構築物

器具備品他

ソフトウェア

670,564

532,161

38,886

14,887

場所 用途 種類 減損損失
（千円）

大阪府

大阪市

店舗及び賃

貸不動産

土地

建物・構築物

器具備品他

ソフトウェア

221,864

170,273

24,195

14,887

大阪府

東大阪市

賃貸不動産 土地

建物・構築物

94,941

4,448

大阪府

泉南市

賃貸不動産 建物・構築物 237,410

奈良県

磯城郡

賃貸不動産 土地

建物・構築物

184,602

49,350

三重県

名張市

賃貸不動産 土地

建物・構築物

80,457

40,889

愛知県

春日井市

遊休不動産 土地 88,700

その他

６市町村

店舗 建物・構築物

器具備品

29,789

14,690

 合計

 

土地

建物・構築物

器具備品他

ソフトウェア

670,564

532,161

38,886

14,887

　当社グループは、店舗、賃貸不動産等の物件

単位で資産グループを決定しております。

　当社グループは、家庭電化商品を中心とした

小売業から金融・不動産業へと業態を転換する

にあたり、従来の店舗設備については営業譲渡

及び閉店により全て廃止いたしました。これに

伴い発生する損失を当期首の時点において固定

資産の減損損失として認識し、特別損失に計上

いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額及び使用

価値により測定しており、正味売却価額は不動

産鑑定士による鑑定評価額に基づき算定し、使

用価値は当社の資本コストである6.83％で現在

価値に割り引いて算定しております。

　当社グループは、店舗、賃貸不動産等の物件

単位で資産グループを決定しております。

　当社グループは、家庭電化商品を中心とした

小売業から金融・不動産業へと業態を転換する

にあたり、従来の店舗設備については営業譲渡

及び閉店により全て廃止いたしました。これに

伴い発生する損失を当期首の時点において固定

資産の減損損失として認識し、特別損失に計上

いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額及び使用

価値により測定しており、正味売却価額は不動

産鑑定士による鑑定評価額に基づき算定し、使

用価値は当社の資本コストである6.83％で現在

価値に割り引いて算定しております。

－ 27 －



 (中間連結株主資本等変動計算書関係）

 　当中間連結会計期間（自　平成17年12月１日　至　平成18年５月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（千株）

 発行済株式     

 普通株式（注）１ 102,634,425 35,000 ― 102,669,425

 合計 102,634,425 35,000 ― 102,669,425

 自己株式     

 普通株式（注）２ 58,798 3,109 ― 61,907

 合計 58,798 3,109 ― 61,907

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加35,000株は、ストック・オプションの行使による新株の発行による増加であ

ります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加3,109株は、単位未満株式の買取による増加であります。

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 ３．配当に関する事項

該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

※１　現金および現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金および現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金およ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９月30日） （平成18年５月31日） （平成17年11月30日）

現金及び預金勘定 3,797,521千円

現金及び現金同等物 3,797,521千円

現金及び預金勘定 12,941,030千円

現金及び現金同等物 12,941,030千円

現金及び預金勘定 6,404,868千円

現金及び現金同等物 6,404,868千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30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、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

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、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

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、減損損失累計額相当額及び

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）

中間期末残
高相当額
（千円）

器具備品 13,908 4,567 9,340

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

中間期末残
高相当額
（千円）

器具備品 13,908 6,422 7,486

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）

器具備品 13,908 4,567 9,340

　なお、取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高相当額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

み法により算定しております。

　なお、取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高相当額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

み法により算定しております。

　なお、取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高相当額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

み法により算定しております。

２　未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２　未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,781千円

１年超 6,558千円

合計 9,340千円

１年内 2,781千円

１年超 4,704千円

合計 7,486千円

１年内 2,781千円

１年超 6,558千円

合計 9,340千円

　なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高相当額が有

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定してお

ります。

　なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高相当額が有

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定してお

ります。

　なお、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相当額が有形固定

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定しております。

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 1,390千円

減価償却費相当額 1,390千円

支払リース料 1,390千円

減価償却費相当額 1,390千円

支払リース料 1,390千円

減価償却費相当額 1,390千円

４　減価償却費相当額の算定方法 ４　減価償却費相当額の算定方法 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。

　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。

　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。

（減損損失について） 

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について） 

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について） 

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

時価評価されていない主な有価証券

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 270

組合契約出資持分 10,433

 計 10,703

当中間連結会計期間末（平成18年５月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 657,830

非上場債券 471,160

組合契約出資持分 1,338,225

 計 2,467,215

前連結会計年度末（平成17年11月30日現在）

時価評価されていない主な有価証券

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 270

組合契約出資持分 22,413

 計 22,683

③　デリバティブ取引

　　　　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　小売事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成17年12月１日　至　平成18年５月31日）

投資事業
（千円）

不動産事業
（千円）

経営戦略支
援事業
（千円）

小売事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社

（千円）

連結
（千円）

売上高         

(1）外部顧客に対する

売上高
5,143,289 1,883,882 135,935 1,862,129 69,761 9,094,998 ― 9,094,998

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

98,038 22,200 14,505 ― ― 134,743 △134,743 ―

計 5,241,327 1,906,082 150,440 1,862,129 69,761 9,229,741 △134,743 9,094,998

営業費用 4,659,777 1,837,612 153,879 1,854,215 118,064 8,623,550 5,469 8,629,020

営業利益（又は営業損

失）
581,550 68,469 △3,439 7,914 △48,303 606,191 △140,212 465,978

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

事業区分 主要事業内容

 投資事業  有価証券の売買、投資事業組合の組成・運営、不動産・債権の流動化等

 不動産事業
 不動産投資事業、不動産開発事業、不動産コンサルティング事業、リバース

モーゲージ業務等

 経営戦略支援事業
 経営コンサルティング、企業再編コンサルティング、財務コンサルティング、

Ｍ＆Ａの仲介、ベンチャーキャピタル業務等

 小売事業  スーパーマーケットの経営

 その他事業  ビジネスホテルの経営

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121,366千円であり、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。
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成17年11月30日）

投資事業
（千円）

不動産事業
（千円）

経営戦略支
援事業
（千円）

小売事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社

（千円）

連結
（千円）

売上高         

(1）外部顧客に対する

売上高
1,666,028 51,024 23,019 2,568,441 25,256 4,333,770 ― 4,333,770

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

― 7,400 5,360 ― ― 12,760 △12,760 ―

計 1,666,028 58,424 28,379 2,568,441 25,256 4,346,530 △12,760 4,333,700

営業費用 1,348,026 46,454 26,084 2,723,771 22,103 4,166,441 118,989 4,285,430

営業利益（又は営業損

失）
318,001 11,969 2,294 △155,329 3,152 180,088 △131,749 48,339

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

事業区分 主要事業内容

 投資事業  有価証券の売買、投資事業組合の組成・運営、不動産・債権の流動化等

 不動産事業
 不動産投資事業、不動産開発事業、不動産コンサルティング事業、リバース

モーゲージ業務等

 経営戦略支援事業
 経営コンサルティング、企業再編コンサルティング、財務コンサルティング、

Ｍ＆Ａの仲介、ベンチャーキャピタル業務等

 小売事業  スーパーマーケットの経営

 その他事業  ビジネスホテルの経営

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140,558千円であり、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な海外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成17年12月１日　至　平成18年５月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成17年11月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な海外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成17年12月１日　至　平成18年５月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成17年11月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

１株当たり純資産額 63円37銭

１株当たり中間純損失 40円20銭

１株当たり純資産額 73円63銭

１株当たり中間純利益金

額

8円27銭

１株当たり純資産額 66円00銭

１株当たり当期純損失 29円97銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、中間純損失が

計上されているため記載しておりませ

ん。

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額

6円78銭 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、１株当たり当

期純損失が計上されているため記載し

ておりません。

１株当たり中間純損失の算定上の基礎 １株当たり中間純利益金額の算定上の

基礎

１株当たりの当期純損失の算定上の基

礎

中間損益計算書上の中

間純損失
2,362,446千円

普通株式に係る中間純

損失
2,362,446千円

中間損益計算書上の中

間純利益
848,640千円

普通株式に係る中間純

利益
848,640千円

損益計算書上の当期純

損失
2,089,506千円

普通株式に係る当期純

損失
2,089,506千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

該当事項はありません。 普通株主に帰属しない

金額
7,532千円

（うち利益処分による

役員賞与金）
（7,532千円）

普通株式に係る中間純

利益
841,108千円

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株

式数
58,765,473株

普通株式の期中平均株

式数
102,592,766株

普通株式の期中平均株

式数
69,718,255株

 

 

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

中間純利益調整額 2,981千円

 〔うち支払利息（税額

相当額控除後）〕
(2,981千円) 

 普通株式増加数 21,980,610株 

 (うち転換社債) (21,929,825株) 
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益金額の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

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

含まれなかった潜在株式の概要

①　転換社債

第２回無担保転換社債（額面金額

50百万円）

①　新株予約権

株主総会の特別決議日

平成17年６月29日（新株予約権

200個）

①　転換社債

第２回無担保転換社債（額面金額

50百万円）

 ②　新株予約権

 株主総会の特別決議日

平成14年12月20日（新株予約権

35個）

 

 

 

②　新株予約権

株主総会の特別決議日

平成14年12月20日（新株予約権

35個）

　　株主総会の特別決議日

平成17年６月29日（新株予約権

200個）

　

 

　　株主総会の特別決議日

平成17年６月29日（新株予約権

200個）

　これらの詳細については、第４提出

会社の状況１株式等の状況(2)新株予

約権等の状況に記載のとおりでありま

す。

　これらの詳細については、第４提出

会社の状況１株式等の状況(2)新株予

約権等の状況に記載のとおりでありま

す。

　これらの詳細については、第５経理

の状況２財務諸表等(1)財務諸表⑤附

属明細表の社債明細表又は第４提出会

社の状況１株式等の状況(2)新株予約

権の状況に記載のとおりであります。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

該当事項はありません。 (転換社債型新株予約権付社債の発行に

ついて)

　平成18年５月19日開催の当社取締役

会の決議に基づき、平成18年６月５日

に下記のとおり第３回無担保転換社債

型新株予約権付社債を発行し、払込が

完了しております。 

１．社債の名称　　　

　第３回無担保転換社債型新株予約権

付社債 

２．発行総額　　　　

　金50億円 

３．利率　　　　　　

　本社債には利息を付さない。

４．発行価額　　　　

　額面100円につき金100円

　但し、本新株予約権の発行価額は無

償とする。

５．払込期日　　　　

　平成18年６月５日

６．行使請求期間　

　平成18年６月６日から平成23年６月

２日

７．償還期限　　

　平成23年６月３日

８．転換価額　　

　１株につき当初261円

　本新株予約権付社債の発行後、平成

18年８月の第３金曜日を初回とし、以

降、毎年２月、５月、８月及び１１月

の第３金曜日の翌取引日以降、転換価

額は、当該決定日の翌取引日以降、決

定日基準価額を修正後の転換価額とし

て修正される。なお決定日基準価額と

は①(a)決定日に先立つ１ヶ月間に含

まれる取引日の大阪証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の売買高加

重平均価格、(b)決定日に先立つ１週

間に含まれる取引日の大阪証券取引所

における当社普通株式の普通取引の売

買高加重平均価格及び(c)決定日の前

取引日の大阪証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値の単純平均

値と、②決定日の前取引日の大阪証券

取引所における当社普通株式の普通取

引の終値のうち、いずれか低い方の９

３％に相当する金額(円未満少数第２

位まで算出し、その少数第２位を切り

捨てる。）をいう。

また決定日転換価額が130円（下限転

 該当事項はありません。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

換価額）を下回る場合は下限転換価額

を、決定日転換価額が391円（上限転

換価額）を上回る場合は、上限転換価

額を決定日転換価額とする。

９．資金使途　　

　中国のマカオ市の不動産開発投資に

全額充当する。

 

(Pun Keng Van社の株式取得につい

て)

　平成18年６月３日付けで、当社はマ

カオ・プロパティ投資事業組合等を通

じて、中国のマカオ市の開発投資を手

掛けるPun ken Van社の株式52.1％を

取得するに至りました。これにより同

日以降、同社は当社グループの連結子

会社となっております。

 

(株式会社渋谷ビジネスホテルの株式

譲渡について)

　親会社は平成18年６月30日開催の取

締役会において、株式会社渋谷ビジネ

スホテルの株式を譲渡することを決議

し、同日に株式の譲渡契約を締結いた

しました。

１．株式売却の理由

　当社グループの企業価値の更なる向

上を図るために、経営資源の集中と選

択を図るため、株式会社渋谷ビジネス

ホテルの全株式を譲渡いたしまし

た。

２．売却先

　西京ハウス株式会社

３．株式譲渡日

　平成18年６月30日

４．当該連結子会社の事業内容

　ビジネスホテル業

５．親会社との取引内容

　親会社からの経営指導

６．譲渡株式数

　32,000株

７．譲渡価額

　150,000千円

－ 36 －



５．生産、受注及び販売の状況
　(1) 生産実績

　　　該当事項はありません。

  (2) 受注高及び受注残高

　　　該当事項はありません。

  (3) 販売実績

　　　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

 投資事業 5,143,289 308.7

 不動産事業 1,883,882 3,692.1

 経営戦略支援事業 135,935 590.5

 小売事業 1,862,129 △27.5

 その他事業 69,761 276.2

合計 9,094,998 209.9

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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