
- 1 - 

平成 18年 12月期    中間決算短信（連結）            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 
米国会計基準採用の有無       無 
 
１． 平成18年6月中間期の連結業績（平成18年1月1日～平成18年6月30日） 
(1) 連結経営成績                                    （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 

8,210  215.1
2,605   53.7

2,563  166.8
960   94.7

1,878  124.9
835   98.0

17年12月期 9,152       2,812       2,507       
 

 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6月中間期 
17年6月中間期 

1,131  134.1
483   97.5

9,796    05
4,603   71

8,053     36
3,876   83

17年12月期 1,379       13,070   32 10,615   78
(注)①持分法投資損益 18年6月中間期 144百万円 17年6月中間期 34百万円 17年12月期 61百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 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 
    ③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26ページ「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」をご参照ください。 

    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 
 
(2)連結財政状態                                    （百万円未満切捨） 
 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18年6月中間期 
17年6月中間期 

79,627   
23,523   

17,273  
6,512  

21.7   
27.7   

131,602     38
61,637   56

17年12月期 30,438   7,734  25.4   69,894   50
(注)期末発行済株式数（連結） 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 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況                             （百万円未満切捨） 

 
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6月中間期 
17年6月中間期 

△32,584   
△5,109   

△6,577  
△2,624  

46,634   
10,709   

13,501  
7,702  

18年12月期 △9,636   △4,471  15,409   6,028  
 
(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 17社 持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 4社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規) 10社 (除外) －社    持分法 (新規) －社 (除外) 1社 
 
２．18年12月期の連結業績予想（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 16,800  4,250  2,450  
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  18,665円 96銭 
 
 
 
 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における

仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。上記予想に関する事項に

つきましては、添付資料の7ページを参照してください。 
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１．企業集団の状況 
 

当社グループは、平成18年6月末現在、当社（株式会社リサ・パートナーズ）、連結子会社17社（株式会社リファス、リサ企

業再生債権回収株式会社（*）、株式会社隼人インベストメンツ、株式会社城山インベストメンツ、株式会社グッド・リゾート、有

限会社リサ・リバイタル・サポート、株式会社えひめ・リバイタル・マネジメント、株式会社埼玉・ターンアラウンド・マネジメ

ント、株式会社おきなわリバイタル、株式会社千葉リバイタル、有限会社久茂地インベストメンツ、有限会社八重瀬インベストメ

ンツ、有限会社与那覇インベストメンツ、有限会社マーキュリー・ファンド、有限会社ＣＡＭ７、株式会社リサ・パートナーズ沖

縄及び有限会社ダリッチ・キャピタル）及び関連会社4社（アイ・アール債権回収株式会社、株式会社エフ・アンド・ビー、株式

会社オーセントゴルフ倶楽部及び株式会社スーパー・デラックス）により構成されております。 

当社グループでは、不動産、貸付債権、企業（株式）等の様々な資産を対象として、自己勘定やファンドを通じた投資活動を展

開するとともに、デューデリジェンスやアセットマネジメント、サービシング（債権管理回収）、さらには企業再生コンサルティン

グ等のフィナンシャル・アドバイザリー業務を手掛けております。 

当社グループの事業内容及び当社事業部門と関係会社の当該事業に係わる位置付けは、次のとおりです。 

 

（*）平成18年6月20日「やしお債権回収株式会社」より商号変更を行いました。 

 

（１） プリンシパル投資事業 

 

プリンシパル投資事業では、不動産及び貸付債権、企業（株式）を対象に自己勘定での投資を行っております。 

 

① 不動産投資 
不動産投資は、ファンドを通じた大・中型不動産への投資に加えて、プリンシパル投資事業として、主として5億円前後の

小型不動産を対象とした投資活動を手掛けております。 

日本全国を投資対象地域としており、個別地域の属性を把握し、収益状況や出口戦略等を丁寧に検討した上で慎重に投資判

断しております。特に、現況では有効利用に制約のある物件や老朽化した物件等、市場性に乏しい不動産についても、デザイ

ン変更等を通じたバリューアップを行うことにより、適正な収益確保を図ることができる点も強みとなっており、着実に収益

を確保するビジネスモデルとなっております。 

 

② 貸付債権投資 
貸付債権投資は、単に破綻先や破綻懸念先等へのバルクセール投資を手掛けるだけではなく、当社の強みとする企業再生に

関するノウハウを生かした投資活動を行っております。また、当社が創業時より手掛けているデューデリジェンスやサービシ

ングに関する豊富なスキルや、グループ内の機能を全面的に活用することにより、事業の特性や改善可能性を効率的かつ迅速

に見極めることができる点が大きな特徴となっております。さらに、全国に広がる地域金融機関との広範なネットワークも活

用するとともに、幅広い投資機会を的確に捉え、着実に事業拡大を図っております。 

 

③ 企業（株式）投資 
企業（株式）投資は、当社が再生事業等で関与した企業や当社事業とシナジーが見込める成長企業への投資を行っておりま

す。再生企業への投資としては、平成17年11月に日本を代表するクラシックホテルを運営する金谷ホテル株式会社に出資す

るとともに、取締役を派遣し、再生に取り組んでおります。また、成長企業への投資として、平成18年2月に株式会社リック・

コーポレーション（ホームセンター・ペットショップ等運営）、3 月に株式会社旅籠屋（ロードサイドホテル運営、グリーン

シート銘柄）への出資を行いました。両社とも、事業展開にあたって不動産の活用が不可欠であるとともに、地方での事業展

開にあたって、当社の地域金融機関ネットワークとのシナジーもあることから、当社が有する不動産・金融に関するノウハウ

や、地域金融機関とのネットワークを最大限に活用し、事業成長支援を行っております。 

 

（２） ファンド事業 

 

ファンド事業では、不動産ファンド及び企業再生ファンドを組成・運営・管理するとともに、一部エクイティに対する出資

も行っております。 

 

①  不動産ファンド 
大中型不動産投資については、ソロス・リアルエステート・インベスターズ（以下、「SREI」）及び後継ファンドであるサ

イプレス・グローブ・インターナショナル（以下、「サイプレス」）と共同投資を展開しております。SREI及びサイプレスが

有するグローバルな投資家ネットワーク及び高度なファイナンス力と、当社が有する国内不動産投資に関する経験・ノウハウ

及び情報ネットワークを組み合わせることにより、収益機会の最大限の獲得を目指しており、これまでの投資累計額は約1,400

億円（平成18年6月末コミットメントベースを含む）に達しております。 
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② 企業再生ファンド 
企業再生ファンドについては、主に地域金融機関と連携して展開しており、当業務では業界でもトップクラスの実績を有し

ております。平成18年6月末現在で、49金融機関と提携すると共に、企業再生ファンドを16件組成しております。既に数件

のエグジット（出口）にも成功するとともに、上場企業を対象とした企業再生も手掛けるなど、着実に実績をあげてきており

ます。 

また、これらの事業再生への取組みが評価され、愛媛県（平成17年6月）、埼玉県（平成17年11月）に続き、平成18年

3 月には千葉県、沖縄県において中小企業基盤整備機構が出資する官民一体企業再生ファンドを組成することに成功いたしま

した。これら官民一体ファンドは合計4件で、総額110億円の規模となっております。 

 

③ ファンドアセットマネジメント 
ファンドアセットマネジメント業務は投資収益を最大化する業務であり、不動産ファンドについては、出口戦略の遂行、物

件のメンテナンスや入居者の確保、賃料の適正水準への見直しのほか、資金管理・回収管理を含めた経理業務等を行っており

ます。企業再生ファンドについては、投資先の業務改善に向けたアドバイスやファイナンスのアレンジ等を通じて投資利回り

の最大化を図っております。 

 

（３） インベストメントバンキング事業 

インベストメントバンキング事業は、企業再生コンサルティング等のフィナンシャル・アドバイザリー業務、デューデリジ

ェンス業務、サービシング業務のほか、当社が有する投資やアドバイザリーに関する機能を統合的に活用してソリューション

業務を手掛けております。 

なお、アドバイザリー業務及びデューデリジェンス業務は株式会社リファス、サービシング業務はリサ企業再生債権回収株

式会社及びアイ・アール債権回収株式会社にて手掛けております。また、株式会社グット・リゾートにおいて旅館・ホテル等

の運営支援にフォーカスしたアドバイザリー業務を手掛けております。 

 

① フィナンシャル・アドバイザリー業務 
企業再生やM&Aに関するアドバイザリー業務は、これまで当社が手掛けてきたデューデリジェンスや不動産、貸付債権等を

対象とした投資に関するノウハウを総合的に活用している点に大きな特徴があり、単に計画立案をするのみならず、計画の実

行に関してまで、当社グループの機能も活用しながら着実に遂行支援することが高い評価を受けております。地域金融機関の

取引先に対するコンサルティング・ニーズを取り込むとともに、上場企業を含む様々な事業会社へのアドバイザリー業務も手

掛けており、着実に事業展開を進めております。 

 

② デューデリジェンス業務 
デューデリジェンス業務は当社が設立時より手掛けている事業であり、不動産や債権、企業等について、収益性、リスク、

法的問題点等、さまざまな観点から調査・分析し、そのフェアバリューを算出する業務であります。当社創業以来手掛けてお

り、これまで25,000件以上の実績を有しており、当業務においては業界大手の一社と認識されております。 

 

③ サービシング業務 
サービシング業務については、平成17年4月に株式会社あしぎんフィナンシャルグループより買収したリサ企業再生債権回

収株式会社（平成18年6月20日にやしお債権回収株式会社より商号変更）が再生に重点を置いたサービサーとして事業展開

しております。また、関連会社であるアイ・アール債権回収株式会社は、個人・無担保債権の管理回収業務に強みを持ち、当

社グループとして総合的なサービシング機能を提供できる体制を確立しております。 

なお、リサ企業再生債権回収株式会社はフィッチ・レーティングス社よりCMBS（商業不動産担保付債権）スペシャルサービ

サー格付 CSS3+（JPN）を取得、アイ・アール債権回収株式会社は CMBS（商業不動産担保付債権）スペシャルサービサー格付

CSS2-（JPN）、ABSS（無担保債権）スペシャルサービサー格付ABSS2-（JPN）を取得しております。 
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＜事業系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な関係会社の状況＞ 

① 株式会社リファス 

      当社がこれまで培ってきたデューデリジェンス、Ｍ＆Ａや企業再生のアドバイザリー等の機能を集約したアドバイザリ

ー会社です。また、株式会社リファスの子会社である株式会社グッド・リゾートはホテルや旅館等の運営支援を手掛ける

専門会社であり、株式会社リファスのアドバイザリーの機能を補完しております。 

 

② リサ企業再生債権回収株式会社 

      債権の管理・回収業務を手掛けるサービサーであり、当社単独で行った投資債権、再生ファンドを通じて購入した債権、

第三者が保有する貸付債権の受託業務を行っております。足利銀行の 100%子会社やしお債権回収株式会社を平成 17 年 4

月に買収し、平成18年6月に商号変更を行ったものであり、銀行の有する貸付債権や再生に関わる債権の管理・回収業務

に強みを有します。 

 

③ 株式会社隼人インベストメンツ 

       ＳＲＥＩと大中型不動産に対する共同投資を展開するに際し、投資案件の発掘を目的として設立した戦略的合弁会社で

す。 

 

④ 株式会社城山インベストメンツ 

      ＳＲＥＩとの関係における株式会社隼人インベストメンツと同様の位置付けにあり、ＳＲＥＩの後継ファンドであるサ

イプレスと共同で設立した合弁会社です。 

 

２． 経営方針 

（１） 会社の経営の基本方針 

当社は、「金融・不動産事業を軸とした投資銀行」として、投資業務と投資に付随する関連業務を幅広く展開しており

ます。 

基本方針として以下の3つを掲げており、不動産・金融マーケットの変化にいち早く対応しながら常に斬新なビジネ

ス・モデルを創出し、企業価値の安定的な成長・最大化に取り組んでおります。 

一般顧客

債権回収㈱ 
アイ・アール

持分法適用関連

㈱エフ・ 
アンド・ビー 

ゴルフ倶楽部

㈱オーセント

㈱スーパー

 

デラックス

 

国内外法人等 

当社

国内外の銀行、投資銀行、不動産投資家、不良債権投資家、ファンド、関連会社 

ファンド事業 インベストメントバンキング事業 プリンシパル事業 

連結子会社 

㈱埼玉・ターンアラウンド 

㈱千葉リバイタル 

㈱えひめ・リバイタル 
・マネジメント 

㈲リサ・リバイタル・サポート 

㈱おきなわリバイタル 
・マネジメント 

㈱リファス 
リサ企業再生債権回収㈱ 
㈱グッド・リゾート 

㈲ダリッチ・キャピタル 

㈲CAM７ 

㈲久茂地インベストメンツ 

㈲与那覇インベストメンツ 

㈲八重瀬インベストメンツ 

㈱隼人インベストメンツ 
㈲マーキュリー・ファンド

㈱城山インベストメンツ 
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（基本方針） 

• 金融・不動産ビジネスの領域において、新しいビジネスを創出し、常に最先端に位置する 

• 業際や国境を意識しない総合的な金融・不動産サービスプロバイダーを目指す 

• 少数精鋭で質の高いサービスの提供と、投資効率の高い収益事業を通じて高収益を維持する 

 

（２） 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最も重要な経営課題の一つであると認識しております。 

基本方針としては、企業体質の強化と将来の事業展開のための内部留保の充実を図り、利益を毎期着実に生み出すよ

うに努めた上で、その業績状況に対応して弾力的に利益配当を実施していくこととしております。 

前期においては、普通配当1,200円に加え、東証一部上場記念配当300円の配当を実施致しました。当期の配当につ

きましては、平成17年12月期の普通配当額を勘案した上で、最終的には経営成績及び財務状態等も配慮しつつ、総合

的に判断いたします。 

 

（３） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

投資単位の引き下げは、個人投資家を始めとする投資家の株式保有を促進するとともに、株式の流通性向上の観点か

ら重要な施策であると認識しております。 

今後につきましては、株式の流通状況、株主構成の変化、投資単位引き下げに伴う費用並びに効果等を勘案した上で

慎重に検討してまいります。 

 

（４） 目標とする経営指標 

当社は、株主資本を適正かつ効率的に活用するとともに、株主価値の持続的な成長を図ることを目指しております。

その観点から、当期純利益の安定成長を最も重視しつつ、総資産利益率（ROA）、株主資本利益率（ROE）等の経営指標に

も配慮しております。また、事業の安定的な成長のために財務的健全性の維持にも配慮しており、自己資本比率等も参

考にしつつ、業務運営しております。 

 

（５） 中長期的な会社の経営戦略 

当社は「金融・不動産事業を軸とした投資銀行」として事業展開しております。 

当社の事業領域である金融・不動産業界におきましては、国内景気の回復基調を背景に、金融機関の不良債権処理の

舞台はメガバンクから地方金融機関へ、対象債権は破綻債権から再生可能性のある債権へと移行しつつあります。また、

不動産マーケットにおいては主要都市の地価が上昇に転じ、J-REITを初めとした不動産の金融商品化の流れが引き続き

拡大しております。 

このような環境のもと、当社としては、安定的且つ長期にわたる利益成長を実現するため、投資事業とフィー収益事

業のバランスを取りつつ、事業成長に努めております。 

投資については、現在のところ、主として不動産と貸付債権が対象となっており、規模や案件の経緯、保有者の意向

等に応じて自己勘定での投資とファンドでの投資を峻別して事業展開を行っております。 

不動産投資については、エリア、タイプ、築年等のクライテリアを設けず、収益の見込める案件にフォーカスして取

り組むことで、収益の極大化に努めております。大中型不動産に対する投資はSREI及びサイプレスとの共同投資を全国

規模で展開しており、平成18年6月末には投資累計額約1,400億円（コミットメントベース）に達しております。投資

に際しては、当社が 19%のエクイティ出資をするとともにアセットマネジメントも担当しており、投資配当収益だけで

なく、アセットマネジメントフィーや運用成績に応じた成功報酬等も獲得致します。 

債権投資については、当社の企業再生に関するノウハウを活かし、破綻先、破綻懸念先等の貸付債権だけでなく、再

生可能性のある企業宛の貸付債権にも投資している点に特徴を持ちます。企業再生を目的とした全国の地域金融機関と

の提携関係は6月末現在で49行（庫）に上っており、これらの広範なネットワークを活用した事業展開を行っておりま

す。特に平成18年3月には、沖縄県最大の建設会社であり、広範な事業を手掛ける國場グループの中核会社である株式

会社國場組向け貸付債権を取得しているほか、平成17年11月にも日本を代表するクラシックホテル「日光金谷ホテル」

を所有・運営する金谷ホテル株式会社に対して経営・資本参画しており、これらの取り組みは上記の地域金融機関ネッ

トワークを着実に投資機会に結びつけたものです。今後も、個別案件ごとにリスク・リターンを慎重に検討した上で、

積極的に投資活動の拡大に努めてまいります。 

また、投資業務を展開するに際し、必要不可欠な機能であるデューデリジェンスやアセットマネジメント、サービシ

ング等の業務はいずれも当社グループにおいて手掛けており、投資に係るあらゆるサービスを第三者に提供できる体制

を構築しております。さらに、これらを統合的に活用することにより、企業再生コンサルティングやM&Aアドバイザリ

ー等のフィナンシャル･アドバイザリー業務を展開しており、着実に実績を積み上げております。 

当社は、上記の経営戦略に基づいて事業成長を実現することを通じて、我が国経済の活性化に一層貢献していく所存

であります。 
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（６） 会社の対処すべき課題 

日本経済が全般的に回復基調で推移する中、地域金融機関等における不良債権処理や企業再生の取り組みが加速する

ととともに、不動産の金融商品化の進展に伴い内外の資金流入が続いたことで、不動産取引は活発に推移しました。こ

のような良好な事業環境の下、当社は着実にビジネス機会を捉え事業を質量ともに大幅に拡大させてまいりました。さ

らに、平成17年12月には東証一部への上場も果たし、それに伴い知名度や信用力が向上したこともあり、案件へのア

クセス力や実行力が格段に高まっております。 

当社としましては、このような良好な事業環境を最大限に活かすべく、組織・人員体制の強化・充実や内部管理体制

の整備等に努めております。また、投資規模や案件数が大きく拡大する中で、当社の資産規模も大きく増大しており、

今後とも、金利上昇リスクへの対応や、ポートフォリオ管理等のリスクコントロール体制の充実・高度化に取り組んで

参ります。 

 

（７） 親会社等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

３． 経営成績及び財政状態 
 

（１） 経営成績 
 

当中間連結会計期間（平成18年1月1日～平成18年6月30日）における我が国経済は、企業収益の改善を背景に設

備投資が増加するとともに、個人消費も堅調に推移したことで、デフレ経済からの脱却に進展が見られ、日銀による量

的緩和政策も解除されました。 

このような経済環境の下、当社グループの事業領域である金融・不動産業界においては、引き続き地域金融機関によ

る不良債権処理が大きく進展するとともに、不動産マーケットにおいても、主要都市における地価が上昇に転じたこと

やJ-REITを初めとする不動産の金融商品化も着実に進んでおり、不動産取引も活発に推移しました。 

このような良好な事業環境の中、当社グループでは企業再生、不動産流動化、債権流動化を軸として、各事業部門に

おけるビジネス機会を積極的に追求し、全体として順調に業績を伸ばすことができました。 
これらの結果、売上高は8,210 百万円（前年同期比215.1％増）、経常利益は1,878百万円（前年同期比124.9％増）、
中間純利益は1,131百万円（前年同期比134.1％増）と大幅な増収・増益を達成することができました。 

 
 

（プリンシパル投資事業） 
プリンシパル投資事業では、不動産、貸付債権、企業（株式）等に対して自己勘定による投資を行っております。 
当中間連結会計期間において、債権投資は、金融機関との広範なネットワークを活用して積極的に投資機会を追及し
た結果、当初想定を大幅に上回る債権の購入に成功いたしました。また、不動産投資については、マーケットの動向を
的確に捉え、着実に取得・売却の取引につなげたことで、期初予定を大幅に上回る収益獲得に成功しました。 
その結果、売上高は5,779百万円（前年同期比479.2％増）、営業利益1,244百万円（前年同期比444.4％増）と大幅
な増収増益となりました。 
 
（ファンド事業） 
ファンド事業では、ＳＲＥＩ及びサイプレスと展開している不動産共同投資を行うとともに、全国の地域金融と連携
して取り組んでいる企業再生ファンドを手掛けております。 
不動産共同投資においては、順調に投資残高を積上げることに成功し投資累計額は約1,400億円（平成18年6月末、
コミットメントベース）にまで拡大しました。企業再生ファンドについては、引き続き地域金融機関とのリレーション
が順調に拡大しているほか、平成18年3月には中小企業基盤整備機構の出資する官民一体ファンドを沖縄県及び千葉県
において組成し、官民一体ファンドの規模は愛媛県、埼玉県を合わせて合計110億円となりました。 
不動産や債権の売却等による収益獲得は順調に進捗するとともに、投資残高の増加によりアセットマネジメントフィ
ーも伸長し、売上高864百万円（前年同期比64.4％増）、営業利益552百万円（前年同期比102.3％増）と大幅な増収増
益を確保することができました。 
 
（インベストメントバンキング事業） 

       インベストメントバンキング事業は、企業再生コンサルティング等のフィナンシャル・アドバイザリー業務やサービ
シング（債権管理回収）、デューデリジェンスを手掛けるとともに、これら不動産と金融に関わる投資やアドバイザリー
業務のノウハウを統合的に活用してソリューション事業を手掛けております。 

       当中間連結会計期間においては、ソリューション事業で一部の案件で早期の出口に成功したことによる収益寄与等の
影響もあり、売上高1,566百万円（前年同期比44.8％増）、営業利益1,409百万円（前年同期比84.8％増）と大幅な増
収増益となりました。 

       
（２） 財政状態 

 

①当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、販売用不動産の取得によ

るたな卸資産の増加、買取債権の取得による増加等による支出があったものの、税金等調整前中間純利益を1,878 百万

円計上し、かつ金融機関借入ならびに公募増資等による資金調達により前連結会計年度末に比べ7,472 百万円増加し、
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当中間連結会計期間末には13,501百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は32,585百万円（前年同期比537.7％増）となりました。 

これは、税金等調整前中間期純利益は1,878 百万円計上したものの、直接または企業再生ファンドを通じて購入した

買取債権の増加27,542百万円、販売用不動産の取得によるたな卸資産の増加6,520百万円等が大きかったことによるも

のであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は6,576百万円（前年同期比150.5％増）となりました。 

これは主に不動産投資ファンド・企業再生ファンドへの匿名組合出資金の拠出4,099 百万円、主として投資用不動産

としての有形固定資産の取得による支出3,219百万円など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） 

財務活動の結果得られた資金は46,634百万円（前年同期比335.4％増）となりました。 

これは、不動産投資、債権投資、不動産投資ファンド・企業再生ファンドへの匿名組合出資向け資金として、借入金

が長・短合わせて38,835百万円増加したことに加え、公募増資により8,275百万円の資金調達を行ったことによるもの

であります。 

 

②キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 前中間連結会計期間 

（平成17年6月中間期）

当中間連結会計期間 

（平成18年6月中間期） 

前連結会計年度 

（平成17年12月期） 

自己資本比率 27.7％ 21.7％ 25.4％ 

時価ベースの自己資本比率 160.8％ 74.8％ 201.8％ 

債務償還年数 － － － 

インタレスト･カバレッジ･レシオ － － － 

（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：株価時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

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 キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを用いております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている

負債のうち、全ての有利子負債を対象としております。 

③ 平成17年６月中間期、平成18年６月中間期及び平成17年12月期は営業キャッシュ・フローがマイナスであるた

め、債務償還年数及びインタレスト･カバレッジ･レシオについては記載しておりません。 

 
 

（３） 通期の見通し 

当中間連結会計期間においては、わが国経済の回復基調を背景に、当社グループの事業領域である金融・不動産業界

にとって良好な事業環境が継続し、ビジネス機会を着実に捉えることで大きく各事業を成長させることができました。

平成17年12月には東証一部上場に成功したことから、それに伴う知名度や信用力の拡大により、当社にとっては各事

業部門のビジネス機会がますます拡大しております。 

特に、平成18年3月に取得した沖縄県における最大手の建設会社である株式会社國場組向け貸付債権については、同

社との間で様々な共同プロジェクトの展開も検討しており、6 月に公表したとおり、第一弾として「國映館」跡地の再

開発プロジェクトにも着手致しました。今後とも、國場組と同様なWin-Win でのビジネス展開の可能性は全国規模で見

込まれ、積極的に収益機会の獲得に努めてまいります。 

下期においても、引き続き当社が有する機能やネットワークを最大限活用することにより、各事業部門において事業

機会の獲得を最大限に追求してまいります。 

なお、当期の通期業績予想については、良好な事業環境や、各事業部門における収益獲得が順調に進んでいることか

ら、平成18年7月10日付にて上方修正し、売上高16,800百万円、経常利益4,250百万円、当期純利益2,450百万円と

見込んでおります。 
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平成18年12月期の連結業績予想（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 

通 期 16,800 百万円 4,250 百万円 2,450 百万円 

 
 
４．事業等のリスク 
 
       以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因になる可能性があると考えられる主な項目を記載

しております。また、当社グループと致しましては、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資

家の投資判断上、重要であると考えられる場合には、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。 

 なお、当社グループ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努める方

針でありますが、本株式に関する投資判断は、以下の事業等のリスク及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行

われる必要があると考えます。また、以下の記載は、当社グループの事業もしくは当社株式への投資に関するリスクを

完全に網羅するものではありませんので、この点ご留意ください。なお、この中には将来に関する事項が含まれており

ますが、当該事項は当中間連結会計期間末現在において判断したものであります。 

 

（１）当社グループを取り巻く経営環境について 

① 不良債権処理の動向 

 

我が国における不良債権処理は、大手金融機関は最終局面を迎えつつあるものの、特に地域金融機関が保有する不良債

権や、要注意・要管理先の処理は本格化しつつあるところであり、引き続き日本経済にとって重要課題の１つであると言

えます。平成18年8月8日付で金融庁が開示している不良債権（金融再生法開示債権）の状況によると、平成18年3月

期の不良債権残高は全国銀行合計で13.4兆円であり、平成17年3月期比では4.6兆円の減少となったものの、いまだ相

応規模で推移しております。 

今年度の不良債権残高減少の要因としては、債務者の業況悪化等により不良債権の新規発生があったものの、それを上

回って債権流動化や直接償却等によるオフバランス化（3.4兆円）が積極的に進められたことや、債務者の業況改善や企

業再生の進展等に伴う健全債権化が進んだこと（1.2兆円）によるものであります。特徴的な動きとしては、地域金融機

関が「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム（平成17年～18年度）」に基づき不良債権の健

全化に向けた取り組みを進めており、外部コンサルティング会社等を活用して経営改善支援に取り組んだ金融機関が100

行を超えたほか、企業再生ファンドの活用や事業再生等の事例も増加傾向にあることが挙げられます。 

当社グループは、不良債権処理に関して、入り口のデューデリジェンスから、サービシング（債権管理回収）、不動産

処分、さらには企業再生に至るまで一貫した機能を有している点が大きな競争優位となっており、インベストメントバン

キング事業における企業再生に関するアドバイザリー業務、デューデリジェンス業務、サービシング業務のほか、不良債

権処理の過程で発生する不動産処分に際しての投資機会はプリンシパル投資事業やファンド事業にも関連するものであり、

多くの収益機会が見込まれます。 

  ただし、中長期的な金融機関等の不良債権処理の動向や景気、金利等の経済状況によっては、貸付債権取引の規模縮小

や収益性の高い案件の減少等を通じて当社の全事業に影響し、収益が減少する可能性があります。 

 

② 不動産マーケットの動向 

      当社グループでは、不動産投資に関連する事業としてプリンシパル投資事業における自己勘定での不動産投資やファン

ド事業において行う大中型不動産に対する共同投資及びそのアセットマネジメント等があり、それらの収益に占める割合

は相対的に高く、不動産マーケットの動向は他の経済指標と比較して重要性が高いものとなっております。 

 今後、経済環境の好転に伴う不動産価格の底打ちや不動産の金融商品化が拡大する中で、不動産取引量はますます拡大

するものと予想されます。一方で、大手不動産業者や国内外の不動産ファンドを含む多数のプレーヤーにおける不動産取

得意欲は強く、競争環境も厳しくなりつつあります。 

当社グループは、ファンド事業において大中型不動産に対する投資をＳＲＥＩ及びサイプレスと共同投資として取り組

んでおり、その豊富な資金力や多様な投資手法、投資意思決定の速さといった強みを最大限に発揮し、同業他社との競争

優位を確立しております。また、プリンシパル投資事業において自己勘定で不動産投資を行なっておりますが、潜在価値

の高い物件を発掘し、改修や改築等の取り組みを通じて価値を高めることで高収益を実現するという投資スタンスにより、

差別化を図っております。 

ただし、マーケットの需給バランスによって不動産市況が低迷する一方、金利水準が大幅に上昇するような状況におい

ては、当社グループの不動産業務における収益性が低下する可能性が考えられます。 

 

③ 金利動向 

当社では投資事業を展開するにあたり、戦略的に借入金を活用し、投資利回りの最大化に努めております。投資に十分

なリターンを追及するとともに、借入金について投資の期間に応じた調達を行い、必要に応じて固定金利での調達や金利

キャップ、スワップ等による金利の固定化を実施することで金利上昇リスクの回避を行っております。今後、金利が想定

を上回る上昇をした場合には、借入金利の上昇により当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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④ 不動産の欠陥・瑕疵について 

      当社では不動産に対する投資事業を展開しており、投資に際しては、詳細なデューデリジェンスを行うとともに不動産

鑑定士や一級建築士等の専門家による現場の視察を行うことで投資物件における権利、地盤、地質、構造等の欠陥・瑕疵

等のリスク回避に取り組んでおります。今後、購入物件について、欠陥・瑕疵が存在することが判明するとともに、補強

工事等のコスト負担が発生た場合、投資利回りの低下を通じて当社経営成績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

⑤ 競合他社 

 当社グループでは、不動産や債権等に対する投資及び投資に関係する各種サービスの提供を行なっておりますが、事業

分野によっては参入障壁が比較的低いため、ビジネス機会の拡大に伴い新規参入が増加し、競争が激しくなることも考え

られます。その場合には、将来的に案件の獲得競争や価格競争を通して当社グループの収益に影響を及ぼし、収益が減少

する可能性があります。そのようなリスクに対しては、当社グループが不良債権流動化、不動産流動化、Ｍ＆Ａや企業再

生に関するアドバイザリー業務等を有機的に一体化させて競争力を発揮している点や、東証一部上場企業としての信用力

や知名度の高さ、有力な事業パートナーとの業務提携、さらに国内外金融機関等との広範かつ親密なネットワーク等を活

用することにより、競争力の維持・向上を図って他社との差別化を図っておりますが、競合他社との差別化による優位性

が十分に確立できない結果となる場合には、当社グループの収益に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（２）プリンシパル投資事業における不動産投資業務の当社の財政状態及び経営成績に与える影響について 

 

プリンシパル投資事業において、小型不動産に対して自己勘定での投資を行なっておりますが、その取得・売却の時期

や金額に応じて、当社の財政状態や経営成績に大きな変動を与える可能性があります。 

所有不動産売却による売上高は、物件の売却価格が計上されるため、1取引当たりの金額は、他の事業における手数料

収入や配当収入に比較して大きなものとなり、当該事業の売上の状況により、当社の売上高は大きく変動する可能性があ

ります。平成15年以降の不動産投資における物件売却収入の状況は以下のとおりです。 

（単位：百万円）
平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年6月期

物件売却収入 1,706 2,452 4,879 4,794  

 

      また、物件の取得に際しては、有利子負債を活用することがほとんどであり、物件の取得・売却状況によって、有利子

負債の残高が上下する形となります。平成18年6月末現在の有利子負債残高は53,966百万円（前年同期比43,102百万円

増）となっておりますが、このうち不動産取得に関連する借入は14,877百万円となっております。 

なお、当社の不動産保有期間中に、地価動向、金利動向、金融情勢等のマクロ経済に変動が生じ、これに伴って不動産

市場、不動産賃貸市場ならびに賃料水準が変動した場合には、当該不動産の収益性が低下し、当社の財政状態や経営成績

に影響を与える可能性があります。 

 

（３） 役員のＳＰＣ役員就任について 

 

 当社は、インベストメントバンキング事業において、会計事務所と連携し証券化案件のスキーム上必要なＳＰＣの管理

運営業務を手がけており、その一環として当社役員がＳＰＣ役員に就任しております。ＳＰＣ役員は、ＳＰＣの形態に関

わらず、自己取引の規制・競業義務など忠実義務を負担し、これに違反しＳＰＣに損害を与えた場合にはＳＰＣに対して

損害賠償の責任を負います。また、悪意または重過失で第三者に損害を与えればその第三者に損害賠償義務を負い、これ

らの賠償責任が甚大であれば、当該役員の当社経営への参画に何らかの支障が生じる余地があります。ただし、ＳＰＣは

証券化における導管の役割を果たすのみであり、派遣役員が特段の経営判断や意思決定をすることは基本的にないこと、

また事務処理等について十分な経験と実績を有する会計事務所等と連携して手掛けていることから、上記のリスクが顕在

化する可能性は低いものと考えます。なお、平成18年6月末現在、当社が役員を派遣しているＳＰＣは38社となってお

ります。 

 

（４） 法的規制について 

 

① 不動産の鑑定評価に関する法律 

       当社グループは、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく「不動産鑑定業者」として、不動産の鑑定評価を行っており

ます（東京都知事(2）第1743号）。不動産鑑定業者は不動産の鑑定評価に関する法律をはじめとして、それに関連する各

種法令により規制を受けております。 
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② 債権管理回収業に関する特別措置法 

 当社の連結子会社リサ企業再生債権回収株式会社（法務大臣許可第65号）及び関連会社アイ・アール債権回収株式会社

（法務大臣許可第51号）は債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務省の許可を得てサービサー業務を行っており

ます。サービサー事業者は同法をはじめとして、それに関連する各種法令により規制を受けております。 

 

③ 宅地建物取引業法 

 当社グループは、宅地建物取引業法に基づく「宅地建物取引業者」として、宅地若しくは建物（建物の一部を含む）の売

買若しくは交換、賃借の代理若しくは媒介を行っております（東京都知事(2）第77678号）。宅地建物取引業は宅地建物取

引業法をはじめとして、それに関連する各種法令により規制を受けております。 

 

④ 信託業法 

      当社グループは、信託業法に基づく「信託受益権販売業者」として、信託の受益権（証券取引法第2条第1項に規定する

有価証券に表示される権利及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を除きます。）の販売又はその代理若し

くは媒介を行う営業を行っております（関東財務局長（売信）第77号）。信託受益権販売業は信託業法をはじめとして、そ

れに関連する各種法令により規制を受けております。 

 

⑤ 中間法人法 

     当社グループが不良債権共同投資事業及び企業再生ファンドにて、設立している有限責任中間法人につきましては、中間

法人法の適用を受けた法人であり、同法及びそれに関連する各種法令により規制を受けております。 

 

⑥ 貸金業の規制に関する法律 

      当社グループでは将来的に金融機関を含めた外部関係者との資金調達に係る調整業務を行うため、貸金斡旋業にあたる可

能性があるとの考えから、貸金業の規制に関する法律に基づき東京都の許可を得ております（東京都知事(2）第23740号）。

貸金業者は同法をはじめとして、それに関連する各種法令により規制を受けております。 

 

⑦ 証券取引法 

 当社グループは、証券取引法及び証券取引法施行令に基づき、「匿名組合出資金」勘定について、「投資有価証券」勘定

として経理処理を行っております。上場企業は同法をはじめとして、それに関連する各種法令により規制を受けております。 

 

⑧ 投資顧問業について 

     当社グループが将来株式や債券等の有価証券に対する投資判断について専門的立場から投資家に助言を行い、報酬を得る

場合、投資顧問業法の規定を受け、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。 

 

⑨ その他 

    当社が今後行う不動産ファンドのストラクチャーによっては、以下の法律の制約を受ける可能性があります。 

 

１ 不動産特定共同事業法 

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

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

受けることになります。 

 

２ 投資信託及び投資法人に関する法律（投信法） 

       不動産ファンドにおいて、投資信託委託業または投資法人資産運用業のいずれかを営もうとする者は、投信法の規制

を受けることになります。 

 

３ 資産の流動化に関する法律（改正ＳＰＣ法） 

 日本国内においてＳＰＣ（特別目的会社）を設立するには、ＳＰＣ法に基づくＳＰＣ、会社法に基づく株式会社や合

同会社のいずれかを利用することになります。ＳＰＣ法上の特定目的会社を設立して、資産流動化を行う場合には、資

産の流動化に関する法律の規制を受けることになります。 

 

４ 投資事業有限責任組合契約に関する法律（ファンド法） 

不動産ファンド及び企業再生ファンド等において、投資事業有限責任組合の運営を行う場合は、ファンド法の規制を

受けることになります。なお、当社は連結子会社（株式会社えひめ・リバイタル・マネジメント、株式会社埼玉・ター

ンアラウンド・マネジメント、株式会社おきなわリバイタル、株式会社千葉リバイタル）により、経済の活性化及び雇
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用確保に寄与することを目的とした「えひめ中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合」及び「埼玉中小企業再生フ

ァンド投資事業有限責任組合」「おきなわ中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合」「千葉中小企業再生ファンド

投資事業有限責任組合」の運営を行っております。 

 

（５）匿名組合等を通じた投資事業に係る会計基準の変更等の影響について 

 

      当社は、主にファンド事業において匿名組合、投資事業有限責任組合および特定目的会社等を通じた投資活動を行って

おります。 

 昨今の企業会計における動向としては、企業会計基準委員会が専門委員会を設置し特別目的会社の連結に関する事項（組

合など会社に準ずる事業体の具体的な取り扱いも含む）について検討を開始するなど、今後、これらの投資事業について

連結範囲などの会計基準が見直される可能性があり、その結果、当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。  

 

（６） 配当政策について 

 

       当社は株主にとっての利益最大化を経営の重要な課題の一つと位置付けております。この観点から、配当政策につい

ては、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保の充実を図ったうえで、業績に応じて弾力的な配当を行うこ

とを基本方針としております。平成17年12月期においては、これまでの業績実績や来期の業績予想、財務状況等を総

合的に勘案し、東証一部上場記念配当300円を含め、1,500円の配当を実施いたしました。 

       今後についても、上記方針に則り各期の業績を勘案しながら株主利益の最大化を検討していく所存でありますが、業

績動向によっては配当を実施しない可能性もあります。 

 

（７） ソロス・リアルエステート・インベスターズ及びサイプレス・グローブ・インターナショナルとの業務提携について 

 

 当社は、平成16年9月7日付にて、ソロス・リアルエステート・インベスターズ（以下SREI）との間で、日本国内

における不動産を対象とした投資活動に関する業務提携契約を締結するとともに、不動産案件のマーケティング活動に

特化した戦略合弁会社として株式会社隼人インベストメンツを設立致しました。また、平成17年7月14日付にて、SREI

の後継ファンドと位置づけられるサイプレス・グローブ・インターナショナル（以下サイプレス）との間において、同

様の業務提携契約を締結しております。 

       当該業務提携に伴い、不動産投資に関して、大・中型物件を対象として高利回りを追求する投資は、ファンド事業に

おいてSREIまたはサイプレスと共同で組成するファンドに集約することとし、当社自己勘定での投資は、原則として小

型物件を対象としてプリンシパル投資事業において手掛けております。当業務提携締結後は投資対象物件を小型物件に

原則として限定していることにより、当社売上規模の拡大に影響を及ぼす可能性があります。また、共同投資活動にあ

たっては、当社及び当社代表取締役である井無田敦ならびにSREIまたはサイプレスの３者が共同出資する不動産ファン

ドを組成しておりますが、不動産ファンドを始めとして共同投資活動に係る投資を行う際については、当社19％、井無

田敦1％、SREIまたはサイプレス80％という、いかなる場合も一定の割合（注1）で出資することが、業務提携契約で

規定されております。なお、井無田敦の出資については、SREI及びサイプレスの要請により行っているものであります。

今後、不動産投資規模が拡大することに伴って、当社の当該不動産ファンドへの出資金が増加することが予想されます。 

       また、平成16年11月25日、SREIとの協力関係の強化を目的として、SREI宛の新株予約権の付与が当社臨時株主総

会において承認されております。 

 

（注1）平成18年3月27日に公表している通り、出資割合についてサイプレス80％、当社16％、井無田敦4％より変

更しております。 

 

    （８）資金調達に係る財務制限条項について 

 

       当社は、平成17年3月24日付及び平成18年3月20日付、平成18年4月25日付でシンジケートローン契約を締結

し、平成17年3月29日付で期間5年、総額20億円、平成18年3月24日付で期間5年、総額31億円、平成18年4

月25日付で期間3年、総額32億円の資金調達を行っております。これらの契約には各年度の連結及び単体の損益計算

書上の経常利益額、貸借対照表上の純資産の部の金額ならびに有利子負債残高等を基準とする財務制限条項が付されて

おります。 

 これらの条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失し、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。 
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５．中間連結財務諸表等 

 （１） 中間連結貸借対照表                                  （単位：百万円） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年6月30日現在）

当中間連結会計期間末 
（平成18年6月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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   7,722 13,521   6,048

２．受取手形及び売掛金   465 812   888

３．たな卸資産 ※２  4,114 13,611   7,091

４．買取債権 ※２  4,393 35,131   7,588

５．繰延税金資産   77 338   99

６．その他   619 898   648

 貸倒引当金   △ 6 △36   △13

 流動資産合計   17,386 73.9 64,276 80.7  22,351 73.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物及び構築物 ※２  326 1,145   378

(2）土地 ※２  1,261 3,549   1,261

(3）その他   360 393   383

 有形固定資産合計   1,948 8.3 5,088 6.4  2,024 6.6

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア   31 22   28

(2）連結調整勘定   364 287   326

(3）その他   0 0   0

 無形固定資産合計   396 1.7 310 0.4  354 1.2

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   3,487 8,187   4,745

(2）繰延税金資産   - 29   3

(3）その他   304 1,735   957

 投資その他の資産合計   3,791 16.1 9,952 12.5  5,707 18.8

 固定資産合計   6,136 26.1 15,351 19.3  8,086 26.6

 資産合計   23,523 100.0 79,627 100.0  30,437 100.0
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                                              （単位：百万円） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年6月30日現在）

当中間連結会計期間末 
（平成18年6月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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．支払手形及び買掛金  2 2   6

２．短期借入金 ※２  5,633 26,549   6,650

３．未払法人税等   399 1,067   847

４．賞与引当金   76 98   -

５．
厚生年金基金脱退損失
引当金 

  30 -   -

６．その他   755 2,924   1,958

流動負債合計   6,897 29.3 30,642 38.5  9,463 31.1

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．退職給付引当金  10 4   9

４．繰延税金負債  10 48   62

５．その他  103 421   121

固定負債合計  10,094 42.9 31,711 39.8  13,208 43.4

負債合計  16,992 72.2 62,354 78.3  22,671 74.5

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  19 0.1 - -  31 0.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  2,346 10.0 - -  2,471 8.1

Ⅱ 資本剰余金  2,483 10.6 - -  2,608 8.6

Ⅲ 利益剰余金  1,660 7.1 - -  2,556 8.4

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  6,512 27.7 - -  7,734 25.4
負債、少数株主持分及び
資本合計 

 23,523 100.0 - -  30,437 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  - - 6,749   - -

２． 資本剰余金   - - 6,886   - -

３． 利益剰余金   - - 3,522   - -

４． 自己株式   - - △1   - -

 株主資本合計   - - 17,157 21.6  - -

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  - -

Ⅲ 少数株主持分   - - 37 0.0  - -

 純資産合計   - - 17,273 21.7  - -

 負債純資産合計   - - 79,627 100.0  - -
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（２） 中間連結損益計算書    
（単位：百万円） 

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

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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   2,605 100.0 8,210 100.0  9,152 100.0

Ⅱ 売上原価   901 34.6 4,333 52.8  4,619 50.5

 売上総利益   1,704 65.4 3,876 47.2  4,532 49.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  743 28.5 1,313 16.0  1,720 18.8

 営業利益   960 36.9 2,563 31.2  2,812 30.7

Ⅳ 営業外収益     

 １ ．受取利息  4 11  6 

 ２ ．受取配当金  - 2  0 

３ ．持分法による投資利益  34 144  61 

４ ．賃貸収益  12 8  21 

５ ．その他  1 53 2.0 6 172 2.1 1 90 1.0

Ⅴ 営業外費用     

 １ ．支払利息  84 409  214 

 ２ ．融資手数料  37 389  37 

３ ．賃貸費用  9 9  19 

４ ．市場変更費用  - -  34 

５ ．新株発行費  - 43  - 

６ ．社債発行費  39 -  80 

７ . その他  8 179 6.9 6 857 10.4 9 395 4.3

 経常利益   835 32.0  1,878 22.9  2,507 27.4

Ⅵ 特別損失     

 
１． 

固定資産除却損  - -  0 

 
２． 

社屋移転費用  - -  117 

 
３． 

厚生年金基金脱退 
損失引当金繰入額 

 13 13 0.5 - - - 9 127 1.4

 
税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  821 31.5 1,878 22.9  2,380 26.0

 
法人税、住民税 
及び事業税 

 376 1,007  1,056 

 法人税等調整額  △37 338 12.9 △265 742 9.1 △59 996 10.9

 少数株主利益   0 0.0 4 0.0  4 0.0

 中間(当期)純利益   483 18.6 1,131 13.8  1,379 15.1
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（３） 中間連結剰余金計算書   
（単位：百万円）

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

 
期  別

 
 
 
科  目 金     額 金     額  

 （資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,477 2,477  

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１
新株予約権の行使によ 
る新株の発行     

 6 56  

２
転換社債の転換による 
新株の発行      

 - 6 74 131  

Ⅲ 
資本剰余金中間期末 
(期末)残高 

  2,483 2,608  

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,177 1,177  

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．中間(当期)純利益  483 483 1,379 1,379  

Ⅲ 
利益剰余金中間期末 
(期末)残高 

  1,660 2,556  
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（４） 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（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 

 

資本金 資本剰余金
利益剰余

金 
自己株式

株主資本

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

少数株主

持分 
純資産合計

平成 17 年 12 月 31 日残高 2,471 2,608 2,556 △0 7,636 97 31 7,765

中間連結会計期間中の 

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

中間純利益 - - 1,131 - 1,131 - - 1,131

自己株式の取得 - - - △1 △1 - - △1

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） 

- - - - - △18 5 △13

中間連結会計期間中の 

変動額合計 
4,277 4,277 965 △1 9,519 △18 5 9,507

平成 18 年６月 30 日残高 6,749 6,886 3,522 △1 17,157 79 37 17,273

 

 

.
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（５） 中間連結キャッシュ・フロー計算書   
（単位：百万円）

前中間連結会計期間
（自 平成17年1月 1日
至 平成17年6月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年1月 1日 
至 平成18年6月30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 1月 1日
至 平成17年12月31日）

期  別
 
 
 
科  目 

金 額  金 額  金 額  

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
1 . 税金等調整前中間（当期）純利益  821 1,878  2,380

2 . 減価償却費  22 41  54

3 . 長期前払費用償却額  0 8  0

4 ．繰延資産償却額  4 -  51

5 ．連結調整勘定償却額  19 38  57

6 . 持分法による投資利益  △   34 △ 144  △  61

7 . 貸倒引当金の増加・減少(△)額  △    1 23  6

8 . 賞与引当金の増加・減少(△)額  76 98  -

9 ．退職給付引当金の増加・減少(△)額  13 △   4  △  17

10 . 受取利息及び受取配当金  △    4 △  13  △   6

11 . 支払利息  84 409  214

12 . 売上債権の増加(△)・減少額  △  187 75  △ 610

13 . たな卸資産の増加(△)・減少額  △2,182 △6,520  △5,159

14 . 買取債権の増加(△)・減少額  △2,724 △27,542  △5,919

15 . 仕入債務の増加・減少(△)額  △   18 △   4  △  14

16 . その他  △  498 274  262

 小計  △4,609 △31,382  △8,760

17 . 利息及び配当金の受取額  4 4  4

18 . 利息の支払額  △   94 △ 419  △ 222

19 . 法人税等の支払額  △  409 △ 787  △ 657

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △5,109 △32,584  △9,636

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
1 . 有形固定資産の取得による支出  △ 332 △3,219  △ 371

2 ．投資有価証券の取得による支出  △  343 △ 549  △ 653

3 ．新規連結子会社株式の取得による支出  △  340 -  △ 340

4 . 関係会社株式の取得による支出   - △   15  △   9

5 . 出資金の拠出による支出  △   69 △   30  △ 101

6 . 匿名組合出資金の拠出による支出 ※２ △2,397 △4,099  △5,384

7 ．匿名組合からの分配による収入 ※２ 710 1,535  3,098

8 . 匿名組合出資金の受入れによる収入  - 300  -

9 ．貸付けによる支出  - △1,854  △1,335

10 ．貸付金の回収による収入  197 1,391  894

11 . その他  △   50 △   36  △ 268

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,624 △6,577  △4,471

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
1 . 短期借入金純増加額  3,291 16,216  3,843

2 . 長期借入による収入  2,450 23,772  6,610

3 . 長期借入金の返済による支出  △  821 △1,152  △2,436

4 ．社債の発行による収入  5,800 -  7,400

5 ．社債の償還による支出  △   35 △  315  △ 140

6 . 株式の発行による収入  13 8,275  113

7 ．自己株式の取得による支出  - △  1  △  0

8 ．配当金の支払額  - △ 162  -

9 ．少数株主からの払込による収入  10 2  18

 財務活動によるキャッシュ・フロー  10,709 46,634  15,409

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  2,974 7,472  1,300

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  4,727 6,028  4,727

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 7,702 13,501  6,028
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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  

期  別 
 
項  目 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事

項 

(1) 連結子会社の数 ５社

連結子会社の名称 

㈲リサ・リバイタル・サ

ポート 

㈲ダリッチ・キャピタ 

ル 

㈱隼人インベストメン 

ツ 

やしお債権回収㈱ 

㈱えひめリバイタル･マ

ネジメント 

なお、㈲リサ・リバイ

タル・サポートは当中間

連結会計期間において㈲

リサ・エステートより商

号変更しております。 

また、やしお債権回収

㈱については、当中間連

結会計期間において当該

会社の発行済全株式を取

得したことにより、また、

㈱えひめリバイタル･マ

ネジメントについては、

当中間連結会計期間にお

いて新たに設立したこと

により、当中間連結会計

期間より連結の範囲に含

めております。 

(1) 連結子会社の数 17 社 

連結子会社の名称 

㈲リサ・リバイタル・サ

ポート 

㈲ダリッチ・キャピタル

㈱隼人インベストメンツ

㈱城山インベストメンツ

リサ企業再生債権回収㈱

㈱えひめリバイタル･マ

ネジメント 

㈱埼玉･ターンアラウン

ド･マネジメント 

㈱リファス 

㈱グッド・リゾート 

㈱おきなわリバイタル 

㈱千葉リバイタル 

㈱リサ・パートナーズ沖縄

㈲ＣＡＭ７ 

㈲マーキュリー・ファンド

㈲久茂地インベストメンツ

㈲八重瀬インベストメンツ

㈲与那覇インベストメンツ

なお、当中間連結会計

期間において、㈱リファ

スは㈲シデナム・ヒルよ

り改組し、かつ重要性が

増したことにより、㈱グ

ッド・リゾート、㈱おき

なわリバイタル、㈱千葉

リバイタル、㈱リサ・パ

ートナーズ沖縄、㈲マー

キュリー・ファンド、㈲

久茂地インベストメン

ツ、㈲八重瀬インベスト

メンツ、㈲与那覇インベ

ストメンツは新たに設立

したことにより、㈲ＣＡ

Ｍ７は当該会社に対する

全出資持分を取得したこ

とにより、当中間連結会

計期間より連結の範囲に

含めております。 

また、リサ企業再生債

権回収㈱は当中間連結会

計期間において、やしお

債権回収㈱より商号変更

しております。 

 

(1) 連結子会社の数７社 

連結子会社の名称 

㈲リサ・リバイタル・サ

ポート 

㈲ダリッチ・キャピタル

㈱隼人インベストメン

ツ 

㈱城山インベストメンツ

やしお債権回収㈱ 

㈱えひめリバイタル･マ

ネジメント 

㈱埼玉･ターンアラウン

ド･マネジメント 

なお、㈲リサ・リバイ

タル・サポートは当連結

会計年度において㈲リ

サ・エステートより商号

変更しております。 

また、やしお債権回収

㈱については、当連結会

計年度において当該会社

の発行済全株式を取得し

たことにより、また、㈱

城山インベストメンツ、

㈱えひめリバイタル･マ

ネジメント及び㈱埼玉･

ターンアラウンド･マネ

ジメントについては、当

連結会計年度において新

たに設立したことによ

り、当連結会計年度より

連結の範囲に含めており

ます。 
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期  別 
 
項  目 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

(2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称 

    ㈲シデナム・ヒル 

    ㈲チャペル・ヒル・エ

    ステート 

アール・ピー・ディー・

ワン㈲ 

    その他 1社  

(2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称 

㈲チャペル・ヒル・エス

テート 

アール・ピー・ディー・

ワン㈲ 

㈱オークフィールド 

㈲慶良間インベストメンツ

㈲渡名喜インベストメンツ

㈲南風原インベストメンツ

㈲浜比嘉インベストメンツ

㈲真栄田インベストメンツ

㈱魁インベストメンツ 

(2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称 

㈲シデナム・ヒル 

㈲チャペル・ヒル・エス

テート 

アール・ピー・ディー・

ワン㈲ 

㈱オークフィールド 

 

   （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）、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。 
 

（連結の範囲から除い

た理由） 

同左 
 

（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、当期

純損益（持分に見合う

額）、利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いず

れも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

 

２．持分法の適用に関する

事項 

 

(1) 持分法適用の関連会社

数  ４社 

会社名 

アイ・アール債権回収㈱

㈱エフ・アンド・ビー 

㈱スーパー・デラックス

㈱オーセントゴルフ倶楽

部 

 

(1) 持分法適用の関連会社 

数  ４社 

会社名 

アイ・アール債権回収㈱ 

㈱エフ・アンド・ビー 

㈱スーパー・デラックス 

㈱オーセントゴルフ倶楽部

なお、㈱ディーシー債権

回収については、当中間連

結会計期間においてア

イ・アール債権回収㈱と合

併しております。 

(1) 持分法適用の関連会社 

数 ５社 

会社名 

アイ・アール債権回収㈱ 

㈱ディーシー債権回収 

㈱エフ・アンド・ビー 

㈱スーパー・デラックス 

㈱オーセントゴルフ倶楽部

なお、㈱ディーシー債権

回収については、当連結会

計年度において新たに株

式を取得したことにより、

当連結会計年度より持分

法を適用しております。 
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期  別 
 
項  目 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

(2) 持分法非適用の非連結

子会社 

㈲シデナム・ヒル 

㈲チャペル・ヒル・エ

ステート 

アール・ピー・ディー・

ワン㈲ 

その他 1社 

(2) 持分法非適用の非連結

子会社 

㈲チャペル・ヒル・エス

テート 

アール・ピー・ディー・

ワン㈲ 

㈱オークフィールド 

㈲慶良間インベストメンツ

㈲渡名喜インベストメンツ

㈲南風原インベストメンツ

㈲浜比嘉インベストメンツ

㈲真栄田インベストメンツ

㈱魁インベストメンツ 

 

(2) 持分法非適用の非連結 

子会社 

㈲シデナム・ヒル 

㈲チャペル・ヒル・エス

テート 

アール・ピー・ディー・

ワン㈲ 

㈱オークフィールド 
 

 

（持分法を適用しない

理由） 

上記の持分法非適用

の非連結子会社は、い

ずれも中間純損益（持

分に見合う額）、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で

あります。 
 

（持分法を適用しない

理由） 

同左 
 

（持分法を適用しない

理由） 

上記の持分法非適用

の非連結子会社は、い

ずれも当期純損益（持

分に見合う額）、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

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

性がないためでありま

す。 

 
 

 (3) 持分法適用会社のう

ち、中間決算日が中間

連結決算日と異なる会

社については、当該会

社の中間会計期間に係

る中間財務諸表を使用

しております。 

 

(3)    同左 

 

(3) 持分法適用会社のう

ち、決算日が連結決算日

と異なる会社について

は、当該会社の事業年度

に係る財務諸表を使用

しております。 
 

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

 

連結子会社の中間決算

日は、中間連結決算日と一

致しております。 

同左 

 

連結子会社の事業年度

の末日は、連結決算日と一

致しております。 

 



 

- 21 - 

期  別
 
項  目 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31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 

 

 

 

1. 有価証券 

  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「４.(6) 2匿名組

合出資金の会計処理」に

記載しております。 

1. 有価証券 

  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 

 

1. 有価証券 

  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. 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. 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 

   最終仕入原価法を採

用しております。 
 

(2)貯蔵品 

同左 

 
 

(2)貯蔵品 

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 

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。 

建物及び構築物 

 3年 ～ 30年 

その他   

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～５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 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

（3）重要な引当金の 

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。 

1. 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 
 

1. 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 
 

 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
連結会計期間の負担額
を計上しております。

2. 賞与引当金 

同左 

 

 
 

＿＿ 

 3. 退職給付引当金 

当社の連結子会社で

あるやしお債権回収㈱

が従業員の退職給付に

備えるため、当中間連

結会計期間末における

退職給付債務見込額に

基づき計上しておりま

す。 

4. 厚生年金基金脱退損失

引当金 
当社の連結子会社で
あるやしお債権回収㈱
が、足利銀行厚生年金基
金から脱退するに当た
って発生する一括掛け
金の見込額を引当計上
しております。 

3. 退職給付引当金 

当社の連結子会社で

あるリサ企業再生債権

回収㈱が従業員の退職

給付に備えるため、当

中間連結会計期間末に

おける退職給付債務見

込額に基づき計上して

おります。 

＿＿ 

 

3. 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

＿＿ 

 

（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

借取引に係る方法に準

じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

（5）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 

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 

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 

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。 

3. ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

3. ヘッジ方針 

同左 
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期  別
 
項  目 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

 4. ヘッジ有効性評価の

方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対

象に関する重要な条件が

同一であり、かつヘッジ開

始時及びその後も継続し

て相場変動又はキャッシ

ュ･フロー変動を完全に相

殺するものと想定するこ

とができるため、ヘッジ有

効性の判定は省略してお

ります。 

4. ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 

4. ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 

（6）その他中間連結財務諸
表（連結財務諸表）作
成のための重要な事項

1.消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、

㈲リサ・リバイタル・サポ

ート及び㈲ダリッチ・キャ

ピタルは税込方式、当社及

びその他の連結子会社は税

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、

㈱リファス、㈲リサ・リバ

イタル・サポート及び㈲ダ

リッチ・キャピタルは税込

方式、当社及びその他の連

結子会社は税抜方式によっ

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、

㈲リサ・リバイタル・サポ

ート及び㈲ダリッチ・キャ

ピタルは税込方式、当社及

びその他の連結子会社は税

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、当連結会

計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。 

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。

 

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。
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期  別
 
項  目 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

 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

債として中間連結貸借対

照表に計上し、中間連結損

益計算書についても同様

に処理しております。 

（追加情報） 

従来、上記処理は営業者

である一つの有限会社に

複数の異なる出資比率の

匿名組合が組成されるこ

とが予定されているもの

に限定しておりましたが、

当中間連結会計期間にお

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。 

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

場合において、買取債権等

の特定の財産への投資を対

象とする匿名組合について

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連

結貸借対照表に計上し、中

間連結損益計算書について

も同様に処理しておりま

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

果を連結財務諸表に適切

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。 

 

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連

結貸借対照表に計上し、連

結損益計算書についても同

様に処理しております。 

（追加情報） 

従来、上記処理は営業者

である一つの有限会社に複

数の異なる出資比率の匿名

組合が組成されることが予

定されているものに限定し

ておりましたが、当中間会

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、当連結会

計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連

結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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期  別
 
項  目 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日）

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（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

可能な現金及び容易に換金

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。 

同左 

 

同左 
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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の変更  

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

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

前連結会計年度 
（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 

当中間連結会計期間より、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。 

これによる当中間連結会計期間の

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 

当中間連結会計期間より、「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 17,235 百万円であります。 

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。 

 

3.事業区分の方法の変更 

当中間連結会計期間より、当社グル

ープの事業区分を「プリンシパル投資

事業」、「ファンド事業」、「インベス

トメントバンキング事業」の３区分に

変更しております。 

事業区分の方法については、従来、

不動産に関わる業務と企業再生に関

わる業務というコンセプトで「デュー

デリジェンス事業」「アセットマネジ

メント事業」「不動産投資事業」「不

動産関連サービス事業」「コーポレー

ト関連サービス事業」の５事業にセグ

メントを区分しておりましたが、不動

産と金融に関する投資及びアドバイ

ザリー業務のノウハウを融合して取

り組むビジネス機会が多くなってき

たことから、現在の事業を的確に反映

するため「プリンシパル投資事業」

「ファンド事業」「インベストメント

バンキング事業」の３区分に変更いた

しました。 

この変更による影響は（セグメン

ト情報）に記載しております。 

＿＿ 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日） 

＿＿ 
4.不動産及び債権に係る取得関連費用

の計上方法の変更 

当社の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、当中間連結会計期間よ

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、当中間連結会計期間

においては、従来の方法によった場合

に比べ、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益が144百万円、中間

純利益が85百万円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は

当該箇所に記載しております。 

＿＿ 

 

表示方法の変更   

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

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

＿＿ （中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間まで、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、当中間連結会計期間より投資その他

の資産の「投資有価証券」に含めて表示しております。

なお、当中間連結会計期間末の「投資有価証券」に含め

た有限会社に対する持分は、21 百万円であります。 
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追加情報    

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

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

前連結会計年度 
（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、当中間連結会計期間から「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

及び税金等調整前中間純利益が 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

及び税金等調整前当期純利益が 27 百

万円減少しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係）   

前中間連結会計期間末 
（平成17年 6月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年 6月30日現在） 

前連結会計年度 
（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

86百万円であります。 

 

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   

建物及び構築物    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

98百万円であります。 

 

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 

建物及び構築物   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

87百万円であります。 

                 

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   

建物及び構築物    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 

＿＿ 
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（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 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31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。 

役員報酬 63 百万円 

給与手当 178  

賞与引当金繰入額 57  

法定福利費 30  

支払手数料 31  

支払報酬顧問料 19  

地代家賃 35  

租税公課 129  

減価償却費 11  

旅費交通費 26  

採用教育費 38  

業務委託費 17  

連結調整勘定償却額 19  
 

※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 77 百万円

給与手当 306  

賞与引当金繰入額 80  

法定福利費 57  

支払手数料 54  

支払報酬顧問料 32  

地代家賃 85  

貸倒引当金繰入額 23  

租税公課 152  

減価償却費 27  

旅費交通費 44  

採用教育費 44  

業務委託費 99  

連結調整勘定償却額 38  
 

※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 137 百万円

給与手当 437  

賞与 70  

法定福利費 62  

支払手数料 60  

支払報酬顧問料 45  

地代家賃 87  

貸倒引当金繰入額 6  

租税公課 345  

減価償却費 32  

旅費交通費 60  

採用教育費 60  

業務委託費 38  

連結調整勘定償却額 57  
 

   

 

（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 18 年 1月 1 日 至平成 18 年 6月 30 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（株） 

発行済株式  

普通株式 110,661.39 20,596.74 - 131,258.13

自己株式  

普通株式 1.39 1.74 - 3.13

（注） 普通株式の発行済株式総数の増加 20,596.74 株は、公募による新株の発行 18,000 株及び新株予約権の権利行

使による新株の発行 2,596.74 株であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 
新株予約権の内訳 

（決議年月日） 

新株予約権の

目的となる

株式の種類
前連結会計年

度末 

当中間連結会

計期間増加

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末残高

(百万円) 

平成 14 年５月 27 日 普通株式 1,132 - 808 324 -

平成 15 年３月 28 日 普通株式 208 - 24 184 -

平成 15 年 10 月 16 日 普通株式 6,504 - 1,008 5,496 -

平成 16 年 11 月 25 日 普通株式 10,000 272 - 10,272 -

平成 17 年３月 30 日 普通株式 386 - 23 363 -

平成 17 年４月 19 日 普通株式 13,108.12 - 756.74 12,351.38 -

提出会社 

(親会社) 

平成 18 年３月 30 日 普通株式 - 614 157 457 -

合計 － 31,338.12 886 2,776.74 29,447.38 -
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３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株あたり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18 年３月 30 日 

定時株主総会 
普通株式 165 1,500 平成17年 12月 31日 平成 18 年３月 31 日

 

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

  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 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 現金及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 

 

現金及び預金 7,722百万円 

預入期間が3ヶ月 

を超える定期預金 
△19 

現金及び現金同等物 7,702百万円 

 

※２ 匿名組合出資金は、中間連結貸借

対照表上「投資有価証券」として

計上しております。 

 

※１現金及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 

 

現金及び預金 13,521百万円

預入期間が3ヶ月 

を超える定期預金 
△19  

現金及び現金同等物 13,501百万円

 

※２       同左 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

 

現金及び預金 6,048百万円

預入期間が3ヶ月 

を超える定期預金 
△19 

現金及び現金同等物 6,028百万円

 

※２ 匿名組合出資金は、連結貸借対

照表上「投資有価証券」として計

上しております。 

 

＿＿ 

 

＿＿ 

 

３ 株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の資産及び負

債の主な内訳 

株式の取得により新たにやし

お債権回収㈱を連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債

の内訳並びにやしお債権回収㈱

株式の取得価額とやしお債権回

収㈱取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。

（百万円）
流動資産 852
固定資産 33
繰延資産 4
連結調整勘定 383
流動負債 △138
固定負債 △27
やしお債権回収㈱ 
株式の取得価額 1,108

やしお債権回収㈱ 
現金及び現金同等物 767

差引：やしお債権回収
㈱取得のための支出 340
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（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成 17 年 6月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの  
（単位：百万円）

 取得価額 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 328 363 35 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容  
（単位：百万円）

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 19 

 

当中間連結会計期間末（平成 18 年 6月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの  
（単位：百万円）

 取得価額 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 1,107 1,240 133 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容  
（単位：百万円）

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 437 

 

前連結会計年度末（平成 17 年 12 月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの  
（単位：百万円）

 取得価額 連結貸借対照表計上額 差額 

株式 328 493 164 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容  
（単位：百万円）

 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 329 

 

（デリバティブ取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（ストック・オプション等） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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（セグメント情報） 

１．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 1 月 1 日 至平成 17 年 6 月 30 日） （単位：百万円）

  

デューデリ

ジェンス 

事業 

アセットマ

ネジメント

事業 

不動産 

投資事業

不動産関連

ｻｰﾋﾞｽ事業

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ 

関連ｻｰﾋﾞｽ

事業 

計 
消去又は

全社 
連 結 

 売上高   

1 
外部顧客に対する 

売上高 
219 422 1,002 461 499 2,605 - 2,605

2 
セグメント間の内部

売上高又は振替高 
4 - - - - - (4) (4)

 計 223 422 1,002 461 499 2,610 - 2,605

 営業費用 123 119 747 149 206 1,345 298 1,644

 営業利益 100 303 254 312 293 1,264 (303) 960

（注）  1. 事業区分の方法 

事業は、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 

デューデリジェンス事業 デューデリジェンス 

アセットマネジメント事業 サービシング（債権回収）アドバイザリー 

不動産投資事業 不動産投資 

不動産関連サービス事業 
プロパティマネジメント、不動産仲介、不動産投資アド

バイザリー、不動産関連コンサルティング等 

コーポレート関連サービス事業 企業・事業再生アドバイザリー、ＳＰＣ管理運営業務等 

3. 当中間連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

298 百万円であり、その主なものは当社の管理部門に係る費用であります。 

 

 

当中間連結会計期間（自平成 18 年 1 月 1 日 至平成 18 年 6 月 30 日） （単位：百万円）

  
プリンシパル 

投資事業 

ファンド 

事業 

ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 

ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ事業
計 

消去又は 

全社 
連 結 

 売上高   

1 
外部顧客に対する 

売上高 
5,779 864 1,566 8,210 - 8,210

2 
セグメント間の内部

売上高又は振替高 
- - 159 159 (159) -

 計 5,779 864 1,725 8,369 (159) 8,210

 営業費用 4,535 311 316 5,163 484 5,647

 営業利益 1,244 552 1,409 3,206 (643) 2,563

（注）１．事業区分の方法の変更 

事業区分の方法については、従来、不動産に関わる業務と企業再生に関わる業務というコンセプトで
「デューデリジェンス事業」「アセットマネジメント事業」「不動産投資事業」「不動産関連サービス事業」「コ

ーポレート関連サービス事業」の 5 事業にセグメントを区分しておりましたが、不動産と金融に関する

投資及びアドバイザリー業務のノウハウを融合して取り組むビジネス機会が多くなってきたことか

ら、現在の事業を的確に反映するため「プリンシパル投資事業」「ファンド事業」「インベストメントバンキ
ング事業」の 3区分に変更いたしました。 

 

各区分に属する主要な事業内容は以下のとおりであります。 
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プリンシパル投資 

事業 

不動産自己投資 債権投資 エクイティ投資 

 

ファンド事業 不動産ファンド投資 不動産ファンドアセットマネジメント 

企業再生ファンド投資 企業再生ファンドアセットマネジメント 

インベストメント 

バンキング事業 

ソリューション ファイナンシャルアドバイザリーサービス 

デューデリジェンス サービシング 不動産仲介 

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、当中間連結会計期間において用いた事

業区分の方法により区分すると次のようになります。 

 

前中間連結会計期間（自平成 17 年 1 月 1 日 至平成 17 年 6 月 30 日） （単位：百万円）

  
プリンシパル 

投資事業 

ファンド 

事業 

ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 

ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ事業
計 

消去又は 

全社 
連 結 

 売上高   

1 
外部顧客に対する 

売上高 
997 525 1,081 2,605 - 2,605

2 
セグメント間の内部

売上高又は振替高 
- - - - - -

 計 997 525 1,081 2,605 - 2,605

 営業費用 769 252 319 1,341 (303) 1,644

 営業利益 228 273 762 1,264 (303) 960

 

 

前連結会計年度（自平成 17 年 1 月 1 日 至平成 17 年 12 月 31 日） （単位：百万円）

  
プリンシパル 

投資事業 

ファンド 

事業 

ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 

ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ事業
計 

消去又は 

全社 
連 結 

 売上高   

1 
外部顧客に対する 

売上高 
5,602 1,575 1,975 9,152 - 9,152

2 
セグメント間の内部

売上高又は振替高 
- - - - - -

 計 5,602 1,575 1,975 9,152 - 9,152

 営業費用 4,334 573 777 5,685 (654) 6,340

 営業利益 1,267 1,001 1,197 3,466 (654) 2,812

 

２．「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」に記載のとおり、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、当中間連結会計期間より

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、従来の方法によった場合に比

べ、プリンシパル投資事業については営業利益が 144 百万円増加しております。 

３. 当中間連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 484

百万円であり、その主なものは当社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 1月 1日 至平成17年12月31日） （単位：百万円）

  

デューデリジ

ェンス 

事業 

アセットマネ

ジメント事

業 

不動産 

投資事業 

不動産関連

ｻｰﾋﾞｽ事業 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ 

関連ｻｰﾋﾞｽ

事業 

計 
消去又は 

全社 
連 結 

Ⅰ 売上高及び営業利益   

1 
外部顧客に対する 

売上高 
419 1,113 5,532 1,175 912 9,152 - 9,152

2 
セグメント間の内部売

上高又は振替高 
11 - - - - 11 (11) -

 計 430 1,113 5,532 1,175 912 9,163 (11) 9,152

 営業費用 220 413 4,250 365 444 5,696 644 6,340

 営業利益 210 699 1,281 809 467 3,467 (655) 2,812

（注）  1. 事業区分の方法 

事業は、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 

デューデリジェンス事業 デューデリジェンス 

アセットマネジメント事業 サービシング（債権回収）アドバイザリー 

不動産投資事業 不動産投資 

不動産関連サービス事業 
プロパティマネジメント、不動産仲介、不動産投資アドバイザリー、

不動産関連コンサルティング等 

コーポレート関連サービス事

業 
企業・事業再生アドバイザリー、ＳＰＣ管理運営業務等 

3. 当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 644 百万円であり、

その主なものは当社の管理部門に係る費用であります。 

 

２．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1月1日 至平成17年6月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年1月1日 至平

成18年6月30日）及び前連結会計年度（自平成17年1月1日 至平成17年12月31日）において、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在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成17年1月1日 至平成17年6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18年1月1日 至平成18年6月30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1月1日 至平成17年12月31日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 
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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 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

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

前連結会計年度 
（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 61,637円56銭 

１株当たり 
中間純利益 

4,603円71銭 

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

3,876円83銭 

  

 

１株当たり純資産額 131,602円38銭 

１株当たり 
中間純利益 

9,796円05銭 

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益 

8,053円36銭 

  

１株当たり純資産額 69,894円50銭 

１株当たり当期純利益 13,070円32銭 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

10,615円78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中間連結会計
期間における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 21,157円26銭 

１株当たり 
中間純利益 

2,875円65銭 

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益 
2,476円09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。 

 

 

 

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

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

前連結会計年度 
（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） 483 1,131 1,379 

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） 
483 1,131 1,379 

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）   

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

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

前連結会計年度 
（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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前中間連結会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

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

前連結会計年度 
（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 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日） 

  ３．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 
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６．仕入及び販売の状況 

当社グループでは、不動産、貸付債権等への自己勘定もしくはファンドを通じた投資業務、その他デューデリジェンスやアセ

ットマネジメント、サービシング、さらにＭ＆Ａや企業再生のアドバイザリー業務等を行っているため、生産実績、受注実績に

ついては該当する実績がないことから記載しておりません。 

 

（1）仕入実績 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度の仕入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。 

（単位：百万円） 

期  別 
 
 
事業の種類別セグメントの名称 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日
至 平成17年12月31日）

プ リ ン シ パ ル 投 資 事 業 2,773 10,475 9,055 

合計 2,773 10,475 9,055 

（注）本表の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

（2）販売実績 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度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。 

（単位：百万円） 

期  別 
 
 
事業の種類別セグメントの名称 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年 1月 1日
至 平成17年12月31日）

プ リ ン シ パ ル 投 資 事 業 997 5,779 5,602 

フ ァ ン ド 事 業 525 864 1,575 

インベストメントバンキン
グ事業 

1,081 1,566 1,975 

合計 2,605 8,210 9,152 

 （注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度の主な相手先別の販売実績は次のとおりであります。 

   （単位：百万円）

相 手 先 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

㈲ティー・ジー・ファンド － 1,378 － 

スクエア・インベストメント㈲ － 1,041 － 

アイ・アール債権回収㈱ 398 212 809 

㈲Ｒ－Ｊファンド － 9 1,919 

 


