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平成 18 年 12 月期   個別中間財務諸表の概要          平成18年8月11日 

上 場 会 社 名        株式会社リサ・パートナーズ          上場取引所       東証第一部 
コ ー ド 番 号         ８９２４                                     本社所在都道府県   東京都 
（ＵＲＬ  http://www.risa-p.com  ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 井無田  敦 
問合せ先責任者 役職名 取締役経営戦略部長 氏名 三宅 俊比古  ＴＥＬ(０３)５５７３－８０１１ 
決算取締役会開催日 平成18年8月11日            配当支払開始日 平成 －年 －月 －日 
単元株制度採用の有無             無   
 
１． 平成18年６月中間期の業績(平成18年１月１日～平成18年６月30日) 
(1) 経営成績                                      （百万円未満切捨） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年6月中間期 
17年6月中間期 

7,665   209.4
2,477    47.2

2,354   137.8
990   105.3

1,522   182.8
832   110.5

17年12月期 8,690      2,857        2,489        
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

18年6月中間期 
17年6月中間期 

884   180.6 
489   117.4 

7,651    23 
4,661    61 

17年12月期 1,395         13,223    26 

 

 (注)①期中平均株式数 18年6月中間期 115,549株  17年6月中間期 105,038株  17年12月期 105,542株 
    ②会計処理の方法の変更   有  

1. 事業区分の方法の変更 
2. 不動産及び債権に係る取得関連費用の計上方法の変更 
詳細につきましては、添付資料の11ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご参照ください。 

     ③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 
(2)財政状態                                       （百万円未満切捨） 
 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6月中間期 
17年6月中間期 

79,133 
23,780 

16,948
6,461

21.4 
27.2 

129,123    23
61,161    83

17年12月期 30,608 7,694 25.1 69,531    21
 (注)①期末発行済株式数 18年6月中間期 131,255株 17年6月中間期  105,652株 17年12月期 110,660株 
  ②期末自己株式数  18年6月中間期 3.13株 17年6月中間期  －株 17年12月期 1.39株 
 
２．18年12月期の業績予想(平成18年1月1日～平成18年12月31日) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 15,300 3,650 2,100

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 15,999円39銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 
17年12月期 － 1,500 1,500

18年12月期（実績） － ― 

18年12月期（予想） ― 1,200 1,200

 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における 
仮定を前提としています。上記予想に関する事項につきましては、中間決算短信（連結）添付資料の７ページをご参照ください。 
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４．中間財務諸表等 
 ① 中間貸借対照表                                    （単位：百万円） 

前中間会計期間末 
（平成17年6月30日現在）

当中間会計期間末 
（平成18年6月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年12月31日現在）

期  別 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

 （資産の部）   ％ ％  ％

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   7,497 12,375   5,765

２．売掛金   300 442   657

３．たな卸資産 ※２  4,114 13,592   7,091

４．買取債権 ※２  4,393 35,130   7,586

５．繰延税金資産   62 327   72

６．その他   633 1,253   703

 貸倒引当金   △ 6 △36   △13

 流動資産合計   16,995 71.5 63,084 79.7  21,863 71.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物 ※２  310 1,085   332

(2）工具、器具及び備品   336 368   362

(3）土地 ※２  1,261 3,549   1,261

 有形固定資産合計   1,908 8.0 5,004 6.3  1,956 6.4

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア   4 3   3

 無形固定資産合計   4 0.0 3 0.0  3 0.0

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   3,323 7,727   4,472

(2）関係会社株式   1,254 1,567   1,315

(3）その他   295 1,747   997

 投資その他の資産合計   4,873 20.5 11,042 14.0  6,785 22.2

 固定資産合計   6,785 28.5 16,049 20.3  8,745 28.6

 資産合計   23,780 100.0 79,133 100.0  30,608 100.0
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                                               （単位：百万円） 

前中間会計期間末 
（平成17年6月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年6月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年12月31日現在）

期  別
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

 （負債の部）   ％ ％  ％

Ⅰ 流動負債  
１．買掛金  2 -   6

２．短期借入金 ※２  5,633 26,549   6,650

３．未払法人税等   395 953   836

４．賞与引当金   76 85   -

５．その他   1,096 2,866   2,220

流動負債合計   7,203 30.3 30,455 38.5  9,715 31.8

Ⅱ 固定負債     

１．社債   5,715 5,965   6,680

２．長期借入金 ※２  4,255 25,272   6,335

３．繰延税金負債  10 48   62

４．その他  133 444   121

固定負債合計  10,114 42.5 31,729 40.1  13,199 43.1

負債合計  17,318 72.8 62,185 78.6  22,914 74.9

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  2,346 9.9 - -  2,471 8.1

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  2,483 -  2,608 

 資本剰余金合計  2,483 10.4 - -  2,608 8.5

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  9 -  9 

２．
中間(当期) 
未処分利益 

 1,601 -  2,507 

利益剰余金合計  1,610 6.8 - -  2,516 8.2

Ⅳ 
その他有価証券評価 
差額金 

 20 0.1 - -  97 0.3

Ⅴ 自己株式  - - - -  △0 △0.0

資本合計  6,461 27.2 - -  7,694 25.1

負債・資本合計  23,780 100.0 - -  30,608 100.0
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前中間会計期間末 
（平成17年6月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年6月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年12月31日現在）

期  別
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  - - 6,749 8.5  - -

２．資本剰余金     

 (1) 資本準備金 - 6,886  - 

 資本剰余金合計  - - 6,886 8.7  - -

３．利益剰余金    

(1) 利益準備金  - 9  - 

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 - 3,225  - 

利益剰余金合計  - - 3,234 4.1  - -

４．自己株式  - - △1 △0.0  - -

株主資本合計  - - 16,869 21.3  - -

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．
その他有価証券評価 
差額金 

 - 79   -

 評価・換算差額等合計  - - 79 0.1  - -

純資産合計  - - 16,948 21.4  - -

負債純資産合計  - - 79,133 100.0  - -
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② 中間損益計算書    
（単位：百万円）

前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日）

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

    ％ ％  ％

Ⅰ 売上高   2,477 100.0 7,665 100.0  8,690 100.0

Ⅱ 売上原価   821 33.1 4,229 55.2  4,383 50.4

 売上総利益   1,656 66.9 3,436 44.8  4,306 49.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   666 26.9 1,081 14.1  1,449 16.7

 営業利益   990 40.0 2,354 30.7  2,857 32.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  18 0.7 28 0.4  29 0.3

 Ⅴ 営業外費用 ※２  175 7.1 861 11.3  397 4.6

 経常利益   832 33.6 1,522 19.8  2,489 28.6

Ⅵ 特別損失 ※３  - - - -  88 1.0

 
税引前 
中間(当期) 純利益 

  832 33.6 1,522 19.8  2,401 27.6

 
法人税、住民税 
及び事業税 

 372 893  1,045 

 法人税等調整額  △29 343 13.8 △255 638 8.3 △39 1,005 11.5

 中間(当期)純利益   489 19.8 884 11.5  1,395 16.1

 前期繰越利益   1,111 -   1,111

 
中間(当期)未処分利
益 

  1,601 -   2,507
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（４） 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成 18 年１月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

（単位：百万円）

株主資本 
評価・換

算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利

益剰余金

 

資本金 
資本準備金 

利益

準備金 繰越利益

剰余金

利益 

剰余金

合計 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価 

差額金 

純資産合計

平成 17 年 12 月 31 日 

残高 
2,471 2,608 9 2,507 2,516 △0 7,596 97 7,694

中間会計期間中の 

変動額 
    

新株の発行 4,277 4,277 - - - - 8,555 - 8,555

剰余金の配当 - - - △165 △165 - △165 - △165

中間純利益 - - - 884 884 - 884 - 884

自己株式の取得 - - - - - △1 △1 - △1

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

- - - - - - - △18 △18

中間会計期間中の 

変動額合計 
4,277 4,277 - 718 718 △1 9,272 △18 9,253

平成 18 年６月 30 日 

残高 
6,749 6,886 9 3,225 3,234 △1 16,869 79 16,948
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項   

期  別
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日）

前事業年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法 

１．有価証券 

(1）子会社出資金及び関連

会社株式      

移動平均法による原

価法を採用しており

ます。 

１．有価証券 

(1）子会社株式、子会社出

資金及び関連会社株式

同左 

１．有価証券 

(1）子会社株式、子会社出

資金及び関連会社株式

同左 

 (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価

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）を採

用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法を採用しており

ます。ただし匿名組合

出資金は個別法によ

っており、詳細は

「５.2 匿名組合出資

金の会計処理」に記載

しております。 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法に

より算定）を採用して

おります。 

時価のないもの 

同左 

 ２．たな卸資産 

（1）販売用不動産、不動産

事業支出金及び未成業

務支出金 

個別法による原価法

を採用しております。

（2）貯蔵品 

最終仕入原価法を採

用しております。 

２．たな卸資産 

（1）販売用不動産、不動産

事業支出金及び未成業

務支出金 

同左 

 

（2）貯蔵品 

同左 

２．たな卸資産 

（1）販売用不動産、不動産

事業支出金及び未成業

務支出金 

同左 

 

（2）貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

 

1. 有形固定資産 

  定率法を採用してお

ります。 

ただし、建物について

は定額法を採用して

おります。 

主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物  3年 ～ 30年 

工具、器具及び備品 

3年 ～  8年

2. 無形固定資産 

  ソフトウェア（自社利

用）については、社内

における見込利用可

能期間（３年）に基づ

く定額法を採用して

おります。 

3. 長期前払費用 
  定額法を採用してお
ります。 

1. 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

3. 長期前払費用 

同左 
 

1. 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

3. 長期前払費用 

同左 
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期  別
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日）

前事業年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

３．引当金の計上基準 

 

1. 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備え

るため、一般債権につ

いては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特

定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を

計上しております。 

2. 賞与引当金 

従業員に対し支給する

賞与に備えるため、支

給見込額のうち当中間

会計期間の負担額を計

上しております。 

 

1. 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

2. 賞与引当金 

同左 

 

1. 貸倒引当金 

同左 

＿＿ 

４．ヘッジ会計の方法 
 

1.  ヘッジ会計の方法 

金利スワップについ

ては、特例処理の要件

を満たしております

ので、特例処理を採用

しております。 

2. ヘッジ手段とヘッジ対

象 

(ヘッジ手段) 

 金利スワップ 

(ヘッジ対象)   

 借入金 

3. ヘッジ方針 

金利の市場変動によ

るリスクを回避する

ためにデリバティブ

取引を利用しており、

投機目的のものはあ

りません。 

4. ヘッジ有効性評価の方

法 

ヘッジ手段及びヘッ

ジ対象に関する重要

な条件が同一であり、

かつヘッジ開始時及

びその後も継続して

相場変動又はキャッ

シュ･フロー変動を完

全に相殺するものと

想定することができ

るため、ヘッジ有効性

の判定は省略してお

ります。 

 

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) 

同左 

(ヘッジ対象)   

同左 

3. ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

4. ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 

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) 

同左 

(ヘッジ対象)   

同左 

3. ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

4. ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 
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期  別
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日）

前事業年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

1.消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は

税抜方式によっておりま

す。 
 

1.消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は

税抜方式によっており、

資産に係る控除対象外消

費税等は長期前払消費税

等（投資その他の資産の

「その他」に含む）に計

上し、５年間で均等償却

を行っております。 

1.消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理

は税抜方式によってお

り、資産に係る控除対象

外消費税等は長期前払

消費税等（投資その他の

資産の「その他」に含む）

に計上し、５年間で均等

償却を行っております。

（追加情報） 

従来、資産に係る控除

対象外消費税等は発生

していませんでしたが、

当事業年度中に控除対

象外消費税等が新たに

発生したことから上記

会計処理を採用するこ

ととしました。 
 2. 匿名組合出資金の会計

処理 

匿名組合への出資に

際しては、匿名組合財産

の持分割合相当額を「投

資有価証券」に計上して

おります。 

匿名組合から分配され

た損益については、「売

上高」に計上するととも

に同額を「投資有価証券」

に加減し、営業者からの

出資金の払戻しについて

は「投資有価証券」を減

額させております。 

ただし、当社または当

社及び関係会社の匿名組

合に対する出資比率が

50％超の場合には、匿名

組合財産のうち当社の持

分割合に相当する部分

を、出資者である当社の

資産及び負債として中間

貸借対照表に計上し、中

間損益計算書についても

同様に処理しておりま

す。 

 

2. 匿名組合出資金の会計

処理 

匿名組合への出資に

際しては、匿名組合財産

の持分割合相当額を「投

資有価証券」に計上して

おります。 

匿名組合から分配され

た損益については、「売

上高」に計上するととも

に同額を「投資有価証券」

に加減し、営業者からの

出資金の払戻しについて

は「投資有価証券」を減

額させております。 

ただし、買取債権等の

特定の財産への投資に係

る匿名組合出資金のう

ち、当社または当社及び

関係会社の匿名組合に対

する出資比率が50％超の

場合には、匿名組合財産

のうち当社の持分割合に

相当する部分を、出資者

である当社の資産及び負

債として中間貸借対照表

に計上し、中間損益計算

書についても同様に処理

しております。 

 

2. 匿名組合出資金の会計

処理 

匿名組合への出資に

際しては、匿名組合財産

の持分割合相当額を「投

資有価証券」に計上して

おります。 

匿名組合から分配され

た損益については、「売

上高」に計上するととも

に同額を「投資有価証券」

に加減し、営業者からの

出資金の払戻しについて

は「投資有価証券」を減

額させております。 

ただし、買取債権等の

特定の財産への投資に係

る匿名組合出資金のう

ち、当社または当社及び

関係会社の匿名組合に対

する出資比率が50％超の

場合には、匿名組合財産

のうち当社の持分割合に

相当する部分を、出資者

である当社の資産及び負

債として貸借対照表に計

上し、損益計算書につい

ても同様に処理しており

ます。 
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期  別
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日）

前事業年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

 （追加情報） 

従来、上記処理は営業

者である一つの有限会

社に複数の異なる出資

比率の匿名組合が組成

されることが予定され

ているものに限定して

おりましたが、当中間会

計期間において一営業

者に対し一匿名組合の

場合においても上記出

資比率の条件を満たす

ものが新たに組成され

ました。この場合につい

ても同様の処理によっ

ております。 

 

また、事業再生投資を

目的とする匿名組合で

当社または当社及び関

係会社の匿名組合に対

する出資比率が50％超

の場合については、事業

再生投資の成果を財務

諸表に適切に反映させ

るために、上記の会計処

理を採用せず、原則的な

会計処理方法によるこ

ととしております。 
 

（追加情報） 

従来、上記処理は営業

者である一つの有限会

社に複数の異なる出資

比率の匿名組合が組成

されることが予定され

ているものに限定して

おりましたが、当事業年

度において一営業者に

対し一匿名組合の場合

においても上記出資比

率の条件を満たすもの

が新たに組成されまし

た。この場合についても

同様の処理によってお

ります。 

また従来、当社または

当社及び関係会社の匿

名組合に対する出資比

率が50％超の匿名組合

としては、買取債権等の

特定の財産への投資を

対象とする匿名組合の

みが組成されておりま

したが、当事業年度にお

いて事業再生投資を目

的とする匿名組合で当

社または当社及び関係

会社の匿名組合に対す

る出資比率が50％超の

匿名組合が組成されま

した。この場合について

は、事業再生投資の成果

を財務諸表に適切に反

映させるために、上記た

だし書きの会計処理を

採用せず、原則的な会計

処理方法によることと

しております。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日） 

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

＿＿ 1.固定資産の減損に係る会計基準 

当中間会計期間より、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係る意見書」

（企業会計審議会 平成 14 年８月９

日））及び「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。 

これによる当中間会計期間の損益

に与える影響はありません。 

 

2.貸借対照表の純資産の表示に関す

る会計基準 

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産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

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 16,947 百万円であります。 

なお、中間財務諸表規則の改正によ

り当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の中間財務諸表規則により作成し

ております。 

 

3.不動産及び債権に係る取得関連費用

の計上方法の変更 

不動産及び債権に係る取得関連費用

については、従来、取得時に費用計上

しておりましたが、不動産・債権への

投資機会及び投資金額の大幅な拡大に

伴い、投資案件に係る収益･費用を的確

に捉え、より適正な期間損益を財務諸

表に反映させる必要が高まってきたこ

とから、当中間会計期間より不動産及

び債権の取得価額へ計上する会計処理

に変更しております。 

この変更により、当中間会計期間に

おいては、従来の方法によった場合に

比べ、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益が144百万円、中間純利益が

85百万円増加しております。 

＿＿ 
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表示方法の変更   

前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日） 

（中間貸借対照表） 

1. 前事業年度の下期において、証券取引法及び証券取

引法施行例が改正され、一定の匿名組合上の権利は証

券取引法上の投資有価証券として取り扱われることと

なったため、「匿名組合出資金」のうち証券取引法上

の有価証券に該当するもの（当中間会計期間末2,941百

万円）については、当中間会計期間より、投資その他

の資産の「投資有価証券」として表示しております。

  なお、前事業年度末の「匿名組合出資金」のうち証

券取引法上の有価証券に該当するもの（107百万円）は、

投資その他の資産の「その他」に表示しております。

 

2. 前中間期まで投資その他の資産の「その他」に含め

ておりました「関係会社株式」は、当中間会計期間に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

しております。 

なお、前中間期末の「関係会社株式」は114百万円で

あります。 

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間まで、旧有限会社法に規定する有限

会社に対する出資持分は、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、会社法及び会社

法の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律第２条

第２項により、その持分が有価証券（株式）とみなさ

れることとなったため、当中間会計期間より投資その

他の資産の「関係会社株式」に含めて表示しておりま

す。なお、当中間会計期間末の「関係会社株式」に含

めた有限会社に対する持分は、42百万円であります。

 
 
追加情報    

前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日） 

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

（法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示方法） 

｢地方税法の一部を改正する法

律｣（平成15年法律第9号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当中間会計期間から

「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示方法

についての実務上の取扱い」（平成

16年2月13日 企業会計基準委員会 

実務対応報告第12号）に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割

については販売費及び一般管理費

に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費

が11百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が11百

万円減少しております。 

＿＿ （法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示方法） 

｢地方税法の一部を改正する法

律｣（平成15年法律第9号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当事業年度から「法人

事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示方法につい

ての実務上の取扱い」（平成16年2

月13日 企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号）に基づき、法人

事業税の付加価値割及び資本割に

ついては販売費及び一般管理費に

計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費

が27百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が27百

万円減少しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係）   

前中間会計期間末 
（平成17年 6月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年 6月30日現在） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

79百万円であります。 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の 

とおりであります。 

たな卸資産   2,411 百万円   

建物            263 

土地          1,261 

計     3,936 百万円   

 

 

   担保付債務は次のとおりであり 

ます。 

短期借入金    2,226 百万円     

長期借入金   1,134 

   計     3,361 百万円   

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

79百万円であります。 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の 

とおりであります。 

たな卸資産     10,309 百万円  

買取債権    27,017 

建物        1,018 

土地             3,549 

計        41,894 百万円

 

   担保付債務は次のとおりであり 

ます。 

短期借入金      17,903 百万円   

長期借入金     11,668 

   計       29,571 百万円  

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

77百万円であります。 

                 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の 

とおりであります。 

たな卸資産    5,038 百万円  

建物              258 

土地           1,261 

計       6,558 百万円  

 

 

   担保付債務は次のとおりであり 

ます。 

短期借入金      3,982 百万円    

長期借入金     2,071 

   計       6,053 百万円  

 

＿＿  ３ 偶発債務 

債務保証 

次の当社が出資する不動産投

資ファンドおよび再生支援プロ

ジェクト推進にあたり、金融機

関等からの借入に対し債務保証

を行っております。 

保証先 金額（百万円）

アゼリアオーワン

特定目的会社 
58 

㈲港オーワン 127 

㈱國場組 230 

計 416 
 

 ３ 偶発債務 

債務保証 

次の当社が出資する不動産投

資ファンドについて、金融機関

等からの借入に対し債務保証を

行っております。 

保証先 金額（百万円）

アゼリアオーワン

特定目的会社 
682 

㈲港オーワン 310 

計 993 
 

 ４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

 ４ 消費税等の取扱い 

同左 

＿＿ 

 
 



 － 14 － 

（中間損益計算書関係）   

前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日） 

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

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

賃貸収益      12百万円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息    12百万円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

賃貸収益      21百万円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息     85百万円 

社債発行費    39百万円 

融資手数料    37百万円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息    413百万円 

融資手数料   389百万円 

新株発行費   43百万円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息   220百万円 

社債発行費    80百万円 

融資手数料    37百万円 

※３      ＿＿ 

 

※３      ＿＿ 

 

※３ 特別損失の内訳 

社屋移転費用  88百万円 

 
４ 減価償却実施額 

有形固定資産  15百万円 

無形固定資産    0百万円 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産  15百万円 

無形固定資産    0百万円 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産  33百万円 

無形固定資産    1百万円 

 
（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6月30日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加 

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

自己株式  

普通株式 1.39 1.74 - 3.13

 

（リース取引関係） 
該当事項はありません。 

 
（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 
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（１株当たり情報）   

前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日） 

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

 
１株当たり純資産額 61,161円83銭 

１株当たり 
中間純利益 

4,661円61銭 

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

3,925円58銭 

  

 
１株当たり純資産額 129,123円23銭 

１株当たり 
中間純利益 

7,651円23銭 

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益 

6,290円10銭 

  

１株当たり純資産額 69,531円21銭 

１株当たり当期純利益 13,223円26銭 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

10,740円00銭 

 
当社は、平成16年８月20日付で株式

１株につき４株の株式分割を行ってお

ります。 

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 20,528円53銭 

１株当たり 
中間純利益 

2,645円66銭 

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益 
2,278円06銭 

 

  

 
（注） １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(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。 

 
 
 

 
 

前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益（百万円） 489 884 1,395 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益（百万円） 

489 884 1,395 

普通株式の 
期中平均株式数（株） 

105,038 115,549 105,542 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益金額 

   

中間(当期)純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（株） 19,694 25,004 24,403 

（うち新株予約権） （15,588） （12,537） （15,570） 

（うち新株予約権付社債） （4,106） （12,467） （8,833） 

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(当期)純利益の算定に含めな
かった潜在株式の概要 

新株予約権１種類 

新株予約権の目的となる 

株式の総数  399株 

新株予約権１種類 

新株予約権の目的となる 

株式の総数  457株 

新株予約権１種類 

新株予約権の目的となる 

株式の総数  386株 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日） 

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

１．社債発行の件 

当社は平成17年7月1日開催の取締役会

において、社債の発行を決議いたしまし

た。 

当該内容については下記のとおりであ

ります。 

(1) 社債の名称   株式会社リサ・パート

ナーズ 第６回無担保社

債 

(2) 社債の総額   10億円 

(3) 各社債の金額  ５千万円の１種 

(4) 利率      年0.57％ 

(5) 払込期日    平成17年７月11日 

(6) 利息支払日   毎年1月11日および7

月11日 

(7) 定時償還額   額面100,000,000円 

(8) 償還期日    平成20年７月11日 

(9) 保証人     株式会社りそな銀

行：保証割合100％ 

(10)資金使途    事業資金に充当する 

 

 

２． サイプレス・グローブ・インターナショ

ナル（ソロス・リアルエステート・イン

ベスターズの後継ファンド）との業務提

携引継の件 

当社は、平成17年7月14日開催の取締役

会決議に基づき、ソロス・リアルエステー

ト・インベスターズの運用を担当するグロ

ーブ・インターナショナル・パートナーズ

（旧ソロス・リアルエステート・パートナ

ーズ）が、新たにサイプレス・グローブ・

インターナショナル（以下“サイプレス”

という）をファンド組成したことに伴い、

ソロス・リアルエステート・インベスター

ズとの間で締結していた業務提携契約を

サイプレスとの間でも締結いたしました。 

これは、グローブ・インターナショナ

ル・パートナーズの主たる投資活動が今後

サイプレスを通じて行われることに伴う

もので、投資条件等の変更はありません。 

＿＿ １．ストックオプションとして新株予約権を
発行する件 
 当社は、平成18年2月13日付の取締役会
において、平成18年3月30日開催の定時株
主総会の決議に基づき、当社ならびに当社の
子会社及び関連会社の取締役、監査役、従業
員及び入社内定者に対し、商法第 280 条ノ
20および第280条ノ21の規定に基づき、以
下の要領によりストックオプションとして
新株予約権を発行することを決議しており
ます。 
 
(1) 新株予約権の目的たる株式の種類およ
び数 
当社普通株式650株を上限とする。 

(2) 発行する新株予約権の総数 
  650個を上限とする。 
(3) 新株予約権の発行価額 
  無償とする。 
(4) 新株予約権行使時の払込金額 
新株予約権の行使に際して払込をなす

べき1株当たりの金額（以下「払込金額」
という。）は、新株予約権を発行する日の
属する月の前月の各日（取引が成立して
いない日を除く。）の東京証券取引所にお
ける当社普通株式の普通取引の終値の平
均値とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その価額が新株予約権発行の日
の前日の終値（取引が成立しない場合は
それに先立つ直近日の終値）を下回る場
合は、当該終値とする。 
(5) 新株予約権の権利行使期間 
平成21年4月1日から平成24年3月
31日まで 

(6) 新株予約権の行使の条件 
① 新株予約権の割当を受けた者（以
下「新株予約権者」という。）は、権
利行使時において当社並びに当社の
子会社及び関連会社の取締役または
従業員、監査役或いは顧問その他こ
れに準じる地位を保有している場合
に限り新株予約権を行使することが
できる。 

② 新株予約権者が新株予約権の行使
期間到来後に死亡した場合、その者
の相続人は新株予約権を行使するこ
とができる。 

③ その他の条件は、株主総会決議お
よび取締役会決議に基づき、当社と
新株予約権者との間で締結する「新
株予約権割当契約書」に定めるとこ
ろによる。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日） 

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

  ２.シンジケートローンによる長期資金調達

の件 

 当社は平成18年３月20日付で、株式会社

りそな銀行をアレンジャーとして、下記のと

おりシンジケート方式によるタームローン

契約を締結しております。 

  

シンジケートローンの概要 

 (1) 契約金額    31億円 

 (2) 契約締結日   平成18年３月20日

 (3) 借入実行日   平成18年３月24日 

 (4) 借入期間    ５年間  

 (5) 借入形態    タームローン 

 (6) 資金使途    長期事業資金  

 (7) アレンジャー  株式会社りそな銀行

 (8) エージェント  株式会社りそな銀行

 (9) 参加金融機関  株式会社りそな銀行

株式会社大東銀行 

株式会社第四銀行 

株式会社佐賀共栄 

銀行 

株式会社伊予銀行 

株式会社愛知銀行 

株式会社中京銀行 

株式会社愛媛銀行 

株式会社岐阜銀行 

株式会社西京銀行 

 (10) 担保      なし 

シンジケートローンによる資金調達 

  今般のシンジケートローンは、不動産共同

投資や地域企業再生支援ファンドの展開に

欠かせない中長期の資金需要を支えるとと

もに、全国の地域金融機関とのリレーション

シップを更に拡大強化することを目的とし

ております。 

 

 

３．株式会社リファス設立の件 

 当社は、これまで培ってきたデューデリ

ジェンスや企業再生計画策定等のターンア

ラウンド、財務やオペレーションに関する

コンサルティング、Ｍ＆Ａアドバイザリー

機能を集約し、ファイナンシャルアドバイ

ザリーサービス会社「株式会社リファス」

を設立し、平成18年1月より事業開始致し

ました。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日） 

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

   これに伴い、従来当社で行っていたデュー

デリジェンス業務及びコーポレート関連サ

ービス事業のうちコンサルティング業務等

一部の業務については、今後株式会社リファ

スにて業務を行います。なお、当事業年度に

おけるデューデリジェンス業務に係る売上

高は430,741千円であります。 

 株式会社リファスの概要 

 ① 名称     株式会社リファス 

 ② 代表者    代表取締役社長 

井無田 敦 

 ③ 本店所在地  東京都港区赤坂一丁目

11番44号 

 ④ 事業開始年月 平成18年1月 

⑤ 主な事業内容 債権・不動産・財務デ

ューデリジェンス業務、ターンアラ

ウンド業務、Ｍ＆Ａアドバイザリー

業務、株式上場支援業務 等 

 ⑥ 決算期    12月 

 ⑦ 資本の額   100百万円 

 ⑧ 株主構成   当社100％ 

⑨ その他      同社設立にあたって

は、平成15年6月設立の有限会社シ

デナムヒル（出資金３百万円）を増

資するとともに、組織変更致しまし

た。 

 

４．やしお債権回収株式会社の買収に伴う業

務移管の件 

 当社は、従来持分法適用関連会社であるア

イ・アール債権回収株式会社に委託していた

債権管理回収業務について、平成17年4月

のやしお債権回収株式会社買収以降、グルー

プ内の業務再編に伴い、当社連結子会社であ

るやしお債権回収株式会社へ順次業務移管

を進めてまいりました。 

 アイ・アール債権回収株式会社に対しては

業務委託契約に基づき人的支援、マーケティ

ング支援、担保不動産管理のためのシステム

提供等の支援を行い、業務受託料収入を得て

おりますが、当該契約は平成18年3月をも

って終了する予定であるため、次期以降ア

イ・アール債権回収株式会社からの業務受託

料収入は減少する見込であります（当事業年

度における同収入は694,210千円）。 

 なお、やしお債権回収株式会社との間は、

同様の契約は締結しておりません。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日） 

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

  ５．株式会社國場組との覚書締結及び貸付債

権取得の件 

当社は、株式会社國場組（沖縄県）との

間で、同社グループが手掛ける建設事業、流

通・サービス事業の成長加速と財務基盤強化

に関し、共同で推進していくことに合意致し

ました。また、同社グループの財務基盤強化

に向けた取り組みの一環として、金融機関が

保有する同社グループ向け貸付債権を取得

致しました。  

 覚書の概要 

当社は、株式会社國場組が手掛ける建設事

業、流通・サービス事業（映画興行、外食、

飲料販売、燃料販売、保険販売、砕石・火薬

類販売等）の成長加速と財務基盤強化を図る

ため、当社が有する投資銀行業務に関するノ

ウハウ、経験、ネットワーク等を統合的に活

用し、全面的に同社を支援致します。今後、

具体的な事業成長計画、財務基盤強化の方策

に関して、同社と緊密に連携し合いつつ詳細

を固める予定です。  

 同社向け債権の取得 

当社は、同社グループの財務基盤強化を図

ることを目的に、平成18年３月17日及び３

月24日付で、当社組成のＳＰＣ（特別目的

会社）において、同社取引金融機関が有する

同社グループ向け貸付債権を取得致しまし

た。当社のＳＰＣ向け出資金額は合計で約

148億円となっております。 

 また、これに関連して、当社及びＳＰＣは

金融機関等より借入金を調達しております。

なお、当社は当該ＳＰＣに対し過半を出資し

ていることから、ＳＰＣの財産のうち当社の

持分割合に相当する部分を当社の資産及び

負債として貸借対照表に計上することとし

ております。このため、上記の貸付債権の取

得に関連する金融機関等からの借入金237億

円（当社及びＳＰＣにおける当社の持分割合

相当額の合計）が当社の貸借対照表に計上さ

れます。  

 株式会社國場組の概要 

 (1) 商号   株式会社國場組 

 (2) 事業内容 建設事業、流通・サービス

        業 

(3) 設立   昭和43年（昭和６年創業）

 (4) 所在地  沖縄県那覇市 

 (5) 代表者  代表取締役社長 國場幸一

 (6) 資本金  20億2,781万円 



 － 20 － 

2）その他 
該当事項はありません。 


