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(訂正) 平成 18年 12月期中間決算短信(連結)及び平成 18年 12月期個別中間財務諸

表の概要並びに平成 17 年 12 月期決算短信(連結)の一部訂正について 

 

平成 18 年８月 17 日に発表いたしました平成 18年 12 月期中間決算短信（連結）及び平成 18 年 12

月期個別中間財務諸表の概要並びに平成 18 年２月 24 日に発表いたしました平成 17 年 12 月期決算短

信（連結）の一部に誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

 

平成 18 年 12 月期中間決算短信（連結） 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（P20、P24及びP25) 

(訂正前) 

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 

(2) 非連結子会社の数 

17社

  主要な非連結子会社の

名称 

  Mountain Recovery  

FundⅠ㈲ 

  エス・アール・エフ・

エー有限責任中間法人

(2) 非連結子会社の数 

41社

  主要な非連結子会社の

名称 

  Mountain Recovery  

FundⅠ㈲ 

  エス・アール・エフ・

エー有限責任中間法人

エム・アール・エフ・

ツー㈲ 

J-STAR一号投資事業有

限責任組合 

SCJ-M-B投資事業有限

責任組合 

(2) 非連結子会社の数 

28社

  主要な非連結子会社の

名称 

  Mountain Recovery  

FundⅠ㈲ 

エス・アール・エフ・

エー有限責任中間法人

  エム・アール・エフ・

ツー㈲ 

 

 

 



   連結の範囲から除いた

理由 

  Mountain Recovery 

FundⅠ㈲は、主として

匿名組合契約方式によ

り債権投資事業を行っ

ている営業者であり、

当社グループに帰属す

る資産及び損益は実質

的に僅少であるため、

中間連結財務諸表規則

第５条第１項第２号に

より連結の範囲から除

外しております。 

 その他の非連結子会

社は、小規模会社であ

り、合計の総資産、売

上高、中間純損益及び

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

ないため連結の範囲か

ら除いております。 

 

  連結の範囲から除いた

理由 

  Mountain Recovery 

FundⅠ㈲及びエム・ア

ール・エフ・ツー㈲は、

主として匿名組合契約

方式により債権投資事

業を行っている営業者

であり、当社グループ

に帰属する資産及び損

益は実質的に僅少であ

るため、中間連結財務

諸表規則第５条第１項

第２号により連結の範

囲から除外しておりま

す。 

   J-STAR一号投資事業

有 限 責 任 組 合 及 び

SCJ-M-B投資事業有限

責任組合は、いずれも

同社に対する支配が一

時的であるため連結の

範囲から除外しており

ます。 

   その他の非連結子会

社は、小規模会社であ

り、合計の総資産、売

上高、中間純損益及び

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

ないため連結の範囲か

ら除いております。 

  連結の範囲から除いた

理由 

  Mountain Recovery 

FundⅠ㈲及びエム・ア

ール・エフ・ツー㈲は、

主として匿名組合契約

方式により債権投資事

業を行っている営業者

であり、当社グループ

に帰属する資産及び損

益は実質的に僅少であ

るため、連結財務諸表

規則第５条第１項第２

号により連結の範囲か

ら除外しております。

   その他の非連結子会

社は、小規模会社であ

り、合計の総資産、売

上高、当期純損益及び

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

ため連結の範囲から除

いております。 

４ 会計処理基準

に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 イ 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のないもの 

  総平均法による原価法

(外貨建その他有価

証券は、中間連結決算

日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算

差額は評価差額として

処理しております。ま

た評価差額は全部資本

直入法により処理して

おります。) 

(匿名組合出資金は

個別法によっており、

詳細は「(7)イ 匿名組

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 イ 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のないもの 

  総平均法による原価法

(外貨建その他有価

証券は、中間連結決算

日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算

差額は評価差額として

処理しております。ま

た評価差額は全部資本

直入法により処理して

おります。) 

(匿名組合出資金は

個別法によっており、

詳細は「(7)イ 匿名組

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 イ 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のないもの 

総平均法による原価法

(外貨建その他有価

証券は、連結決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は評価差額として処理

しております。また評

価差額は全部資本直入

法により処理しており

ます。) 

(匿名組合出資金は

個別法によっており、

詳細は「(7)イ 匿名組



 合出資金の会計処理」

に記載しております。)

 

合出資金の会計処理」

に記載しております。)

(投資事業有限責任

組合及びそれに類する

組合への出資(証券取

引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされ

るもの)については、持

分相当額を純額で取り

込む方法によっており

ます。) 

合出資金の会計処理」

に記載しております。)

(投資事業有限責任

組合及びそれに類する

組合への出資(証券取

引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされ

るもの)については、持

分相当額を純額で取り

込む方法によっており

ます。) 

 (7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

 イ 匿名組合出資金の会

計処理 

   匿名組合へ出資を行

うに際して、匿名組合

財産の持分相当額を

「投資有価証券」とし

て計上しております。

   匿名組合への出資時

に「投資有価証券」を

計上し、匿名組合が獲

得した純損益の持分相

当額については「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、投資先

の営業者からの出資金

の払い戻しについて

は、「投資有価証券」を

減額させております。

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

 イ 匿名組合出資金の会

計処理 

   匿名組合へ出資を行

うに際して、匿名組合

財産の持分相当額を

「投資有価証券」とし

て計上しております。

   連結会社の出資する

匿名組合が獲得した純

損益の持分相当額につ

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、投資先の営業者

からの出資金の払い戻

しについては、「投資

有価証券」を減額させ

ております。 

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 

 イ 匿名組合出資金の会

計処理 

   匿名組合へ出資を行

うに際して、匿名組合

財産の持分相当額を

「投資有価証券」とし

て計上しております。

   連結子会社の出資す

る匿名組合が獲得した

純損益の持分相当額に

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、投資先の営業

者からの出資金の払い

戻しについては、「投

資有価証券」を減額さ

せております。 

  ロ 匿名組合出資預り金

の会計処理 

   匿名組合の営業者と

しての業務を受託して

おります。匿名組合の

財産は営業者に帰属す

るため、匿名組合の財

産及び損益は、中間連

結財務諸表に含め、総

額にて表示しておりま

す。 

   匿名組合出資者から

の出資金受入時に「匿

名組合出資預り金」を

計上し、匿名組合が獲

得した純損益の出資者

持分相当額について

は、「売上高」に計上

するとともに同額を 

 ロ   ―――― 

 

 ロ 匿名組合出資預り金

の会計処理 

   匿名組合の営業者と

しての業務を受託して

おります。匿名組合の

財産は営業者に帰属す

るため、匿名組合の財

産及び損益は、連結財

務諸表に含め、総額に

て表示しております。

   匿名組合出資者から

の出資金受入時に「匿

名組合出資預り金」を

計上し、匿名組合が獲

得した純損益の出資者

持分相当額について

は、「売上高」に計上

するともに同額を「匿

名組合出資預り金」に



   「匿名組合出資預り金」

に加減し、出資金の払

い戻しについては「匿

名組合出資預り金」を

減額させております。

 

   加減し、出資金の払い

戻しについては「匿名

組合出資預り金」を減

額させております。 

 

(訂正後) 

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 

(2) 主要な非連結子会社の

名称 

  Mountain Recovery  

FundⅠ㈲ 

  エス・アール・エフ・

エー有限責任中間法人

 

 

 

 

 

 

連結の範囲から除いた

理由 

  Mountain Recovery 

FundⅠ㈲は、主として

匿名組合契約方式によ

り債権投資事業を行っ

ている営業者であり、

当社グループに帰属す

る資産及び損益は実質

的に僅少であるため、

中間連結財務諸表規則

第５条第１項第２号に

より連結の範囲から除

外しております。 

 その他の非連結子会

社は、小規模会社であ

り、合計の総資産、売

上高、中間純損益及び

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

ないため連結の範囲か

ら除いております。 

 

(2) 主要な非連結子会社の

名称 

  Mountain Recovery  

FundⅠ㈲ 

  エス・アール・エフ・

エー有限責任中間法人

エム・アール・エフ・

ツー㈲ 

J-STAR一号投資事業有

限責任組合 

SCJ-M-B投資事業有限

責任組合 

連結の範囲から除いた

理由 

  Mountain Recovery 

FundⅠ㈲及びエム・ア

ール・エフ・ツー㈲は、

主として匿名組合契約

方式により債権投資事

業を行っている営業者

であり、当社グループ

に帰属する資産及び損

益は実質的に僅少であ

るため、中間連結財務

諸表規則第５条第１項

第２号により連結の範

囲から除外しておりま

す。 

   J-STAR一号投資事業

有 限 責 任 組 合 及 び

SCJ-M-B投資事業有限

責任組合は、いずれも

同社に対する支配が一

時的であるため連結の

範囲から除外しており

ます。 

   その他の非連結子会

社は、小規模会社であ

り、合計の総資産、売

上高、中間純損益及び

利益剰余金(持分に見

(2) 主要な非連結子会社の

名称 

  Mountain Recovery  

FundⅠ㈲ 

エス・アール・エフ・

エー有限責任中間法人

  エム・アール・エフ・

ツー㈲ 

 

 

 

 

連結の範囲から除いた

理由 

  Mountain Recovery 

FundⅠ㈲及びエム・ア

ール・エフ・ツー㈲は、

主として匿名組合契約

方式により債権投資事

業を行っている営業者

であり、当社グループ

に帰属する資産及び損

益は実質的に僅少であ

るため、連結財務諸表

規則第５条第１項第２

号により連結の範囲か

ら除外しております。

   その他の非連結子会

社は、小規模会社であ

り、合計の総資産、売

上高、当期純損益及び

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

ため連結の範囲から除

いております。 



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

ないため連結の範囲か

ら除いております。 

４ 会計処理基準

に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 イ 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のないもの 

  総平均法による原価法

(外貨建その他有価

証券は、中間連結決算

日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算

差額は評価差額として

処理しております。ま

た評価差額は全部資本

直入法により処理して

おります。) 

(匿名組合出資金は

個別法によっており、

詳細は「(7)イ 匿名組

合出資金の会計処理」

に記載しております。)

 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 イ 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のないもの 

  総平均法による原価法

(外貨建その他有価

証券は、中間連結決算

日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算

差額は評価差額として

処理しております。ま

た評価差額は全部純資

産直入法により処理し

ております。) 

(匿名組合出資金は

個別法によっており、

詳細は「(7)イ 匿名組

合出資金の会計処理」

に記載しております。)

(投資事業有限責任

組合及びそれに類する

組合への出資(証券取

引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされ

るもの)については、持

分相当額を純額で取り

込む方法によっており

ます。) 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 イ 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のないもの 

総平均法による原価法

(外貨建その他有価

証券は、連結決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は評価差額として処理

しております。また評

価差額は全部資本直入

法により処理しており

ます。) 

(匿名組合出資金は

個別法によっており、

詳細は「(7)イ 匿名組

合出資金の会計処理」

に記載しております。)

(投資事業有限責任

組合及びそれに類する

組合への出資(証券取

引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされ

るもの)については、持

分相当額を純額で取り

込む方法によっており

ます。) 

 (7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

 イ 匿名組合出資金の会

計処理 

   匿名組合へ出資を行

うに際して、匿名組合

財産の持分相当額を

「投資有価証券」とし

て計上しております。

   匿名組合への出資時

に「投資有価証券」を

計上し、匿名組合が獲

得した純損益の持分相

当額については「売上

高」に計上するととも

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

 イ 匿名組合出資金の会

計処理 

   匿名組合へ出資を行

うに際して、匿名組合

財産の持分相当額を

「投資有価証券」とし

て計上しております。

   連結会社の出資する

匿名組合が獲得した純

損益の持分相当額につ

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

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 

 イ 匿名組合出資金の会

計処理 

   匿名組合へ出資を行

うに際して、匿名組合

財産の持分相当額を

「投資有価証券」とし

て計上しております。

   連結会社の出資する

匿名組合が獲得した純

損益の持分相当額につ

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

 



 に同額を「投資有価証

券」に加減し、投資先

の営業者からの出資金

の払い戻しについて

は、「投資有価証券」を

減額させております。

減し、投資先の営業者

からの出資金の払い戻

しについては、「投資

有価証券」を減額させ

ております。 

減し、投資先の営業者

からの出資金の払い戻

しについては、「投資

有価証券」を減額させ

ております。 

  ロ 匿名組合出資預り金

の会計処理 

   匿名組合の営業者と

しての業務を受託して

おります。匿名組合の

財産は営業者に帰属す

るため、匿名組合の財

産及び損益は、中間連

結財務諸表に含め、総

額にて表示しておりま

す。 

   匿名組合出資者から

の出資金受入時に「匿

名組合出資預り金」を

計上し、匿名組合が獲

得した純損益の出資者

持分相当額について

は、「匿名組合損益分

配額」に計上するとと

もに同額を「匿名組合

出資預り金」に加減し、

出資金の払い戻しにつ

いては「匿名組合出資

預り金」を減額させて

おります。 

 

 ロ   ―――― 

 

 ロ 匿名組合出資預り金

の会計処理 

   匿名組合の営業者と

しての業務を受託して

おります。匿名組合の

財産は営業者に帰属す

るため、匿名組合の財

産及び損益は、連結財

務諸表に含め、総額に

て表示しております。

   匿名組合出資者から

の出資金受入時に「匿

名組合出資預り金」を

計上し、匿名組合が獲

得した純損益の出資者

持分相当額について

は、「匿名組合損益分

配額」に計上するとも

に同額を「匿名組合出

資預り金」に加減し、

出資金の払い戻しにつ

いては「匿名組合出資

預り金」を減額させて

おります。 

 



表示方法の変更 （P27） 

(訂正前) 

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) 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「前受金の増減額」（前中間連結会計期間6,921千円）

は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間

より区分掲記しております。 

 前中間連結会計期間において投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「敷金及び保証金の差入による支出」（前中間連結会

計期間△19,662千円）は、金額的重要性が増したため、

当中間連結会計期間より区分掲記しております。 

 

 

―――――

 

(訂正後) 

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) 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「前受金の増減額」（前中間連結会計期間6,921千円）

は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間

より区分掲記しております。 

 前中間連結会計期間において投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「敷金及び保証金の差入による支出」（前中間連結会

計期間△19,662千円）は、金額的重要性が増したため、

当中間連結会計期間より区分掲記しております。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

（平成17年法律第87号）第２条第２項により、旧有限会

社法に規定する有限会社に対する出資持分が有価証券

とみなされることとなったため、前中間連結会計期間ま

で投資活動によるキャッシュ・フローの「出資金の取得

による支出」及び「出資金の譲渡・売却等による収入」

に含めて表示しておりました有限会社に対する出資金

の取得及び譲渡・売却等を、当中間連結会計期間よりそ

れぞれ「投資有価証券の取得による支出」及び「投資有

価証券の出資返還による収入」として表示しておりま

す。 

なお、当中間連結会計期間の「投資有価証券の取得によ

る支出」に含めた有限会社に対する出資持分の取得額は

45,000千円であり、「投資有価証券の出資返還による収

入」に含めた有限会社に対する出資持分の譲渡・売却額

は40,500千円であります。 

 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) （P29）  

(訂正前) 

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） 

３．配当に関する事項 

   配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり 

配当金（円）
基準日 効力発生日 

平成18年３月30日 

定時株主総会決議 
普通株式 118,671 1,000 平成17年12月31日 平成18年３月30日

 

(訂正後) 

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） 

３．配当に関する事項 

   配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり 

配当金（円）
基準日 効力発生日 

平成18年３月30日 

定時株主総会決議 
普通株式 118,671 1,000 平成17年12月31日 平成18年３月31日

 
(有価証券関係) （P31）  

(訂正前) 

当中間連結会計期間末（平成 18 年６月 30 日） 

時価評価されていない主な有価証券 

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

  非上場株式 196,026   

  非上場外国証券 573,659   

  金銭信託受益権 664,994   

  匿名組合出資 305,021   

合計 1,739,702   

 

(訂正後) 

当中間連結会計期間末（平成 18 年６月 30 日） 

時価評価されていない主な有価証券 

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

  非上場株式 196,026   

  非上場外国証券 573,659   

  金銭信託受益権 664,994   

  匿名組合出資 748,269   

  投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への

出資
747,118   

合計 2,930,068   



(ストック・オプション関係) （P32）  

(訂正前) 

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 ストック・オプションの内容及び規模 

 

 第９回新株予約権 摘要 

付与対象者の区分及び人数 従業員４名 － 

ストックオプションの付与数 普通株式 1,100 株 （注１） 

付与日 平成 18 年４月 28 日 － 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 （注２） 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 － 

権利行使期間 平成 20 年３月 30 日から平成 24 年９月 30 日まで － 

権利行使価格 １株につき 459,948 円 － 

公正な評価単価（付与日） － （注３） 

 (注)１．株式数に換算して記載しております。 

２．新株予約権付与者の相続人による新株予約権の行使は認められません。その他の条件については、当

社と新株予約権付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 

３．会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、中間連結財務諸表への影響はあり

ません。 

 

(訂正後) 

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 ストック・オプションの内容及び規模 

 

 第９回新株予約権 摘要 

付与対象者の区分及び人数 従業員４名 － 

ストックオプションの付与数 普通株式 1,100 株 （注１） 

付与日 平成 18 年４月 28 日 － 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 （注２） 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 － 

権利行使期間 平成 20 年３月 31 日から平成 24 年９月 30 日まで － 

権利行使価格 １株につき 459,948 円 － 

公正な評価単価（付与日） － （注３） 

 (注)１．株式数に換算して記載しております。 

２．新株予約権付与者の相続人による新株予約権の行使は認められません。その他の条件については、当

社と新株予約権付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 

３．会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、中間連結財務諸表への影響はあり

ません。 

 

 

 



(重要な後発事象) （P36）  

(訂正前) 

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) 

(株式分割) 

 平成17年５月26日開催の取締役

会において株式分割による新株式

の発行を行う旨の決議をしており

ます。 

 当該株式分割の内容は、下記のと

おりであります。 

１ 平成17年８月19日付をもって

平成17年６月30日最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載

又は記録された株主並びに端

株原簿に記載又は記録された

端株主の所有株式を１株につ

き３株の割合をもって分割す

る。 

２ 分割により増加する株式の種

類及び数 

   普通株式 77,805.9株  

３ 配当起算日 

   平成17年７月１日 

 

 前期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定した場合における

（１株当たり情報）の各数値は

それぞれ以下のとおりでありま

す。 
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 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

14,322円61銭 32,264円41銭 28,962円43銭 

１株当たり 
中間純利益 

１株当たり 
中間純利益 

１株当たり 
当期純利益 

2,099円56銭 3,379円47銭 6,184円00銭 

潜在株式調整
後１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整
後１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整
後１株当たり 
当期純利益 

1,641円16銭 2,830円14銭 4,915円13銭 

 

 

―――― （新株予約権の株式分割） 

 平成18年３月30日開催の定時株

主総会において、商法第280条ノ20

及び商法第280条ノ21の規定に基づ

き、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いた

しました。発行予定の新株予約権の

概要は以下のとおりであります。 

１ 新株予約権の目的たる株式の

種類及び数 

   当社普通株式3,000株を上限

とする。 

２ 発行する新株予約権の総数 

   3,000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 

   １株当たり払込金額は、新株

予約権発行日の属する月の前

月の各日（取引が成立しない日

を除く。）の東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値（以

下「終値」という。）の平均値

に1.05を乗じた金額とし、１円

未満の端数は切り上げる。但

し、当該金額が新株予約権発行

日の前営業日（当日に取引がな

い場合は、その日に先立つ直近

日）の終値を下回る場合は、当

該終値とする。 

５ 新株予約権を行使することが

できる期間 

   平成18年10月１日から平成

24年９月30日までの期間で、取

締役会の決議で定める期間と

する。 

６ 新株予約権の行使の条件 

  ①対象者の相続人による新株

予約権の行使は認められな

い。 

  ②その他の条件は、取締役会決

 議により決定する。 

７ 新株予約権の譲渡制限 

   新株予約権の譲渡について

は取締役会の承認を要する。 

 

 



(訂正後) 

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) 

(株式分割) 

 平成17年５月26日開催の取締役

会において株式分割による新株式

の発行を行う旨の決議をしており

ます。 

 当該株式分割の内容は、下記のと

おりであります。 

１ 平成17年８月19日付をもって

平成17年６月30日最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載

又は記録された株主並びに端

株原簿に記載又は記録された

端株主の所有株式を１株につ

き３株の割合をもって分割す

る。 

２ 分割により増加する株式の種

類及び数 

   普通株式 77,805.9株  

３ 配当起算日 

   平成17年７月１日 

 

 前期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定した場合における

（１株当たり情報）の各数値は

それぞれ以下のとおりでありま

す。 
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 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

14,322円61銭 32,264円41銭 28,962円43銭 

１株当たり 
中間純利益 

１株当たり 
中間純利益 

１株当たり 
当期純利益 

2,099円56銭 3,379円47銭 6,184円00銭 

潜在株式調整
後１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整
後１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整
後１株当たり 
当期純利益 

1,641円16銭 2,830円14銭 4,915円13銭 

 

 

―――― （新株予約権の付与） 

 平成18年３月30日開催の定時株

主総会において、商法第280条ノ20

及び商法第280条ノ21の規定に基づ

き、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いた

しました。発行予定の新株予約権の

概要は以下のとおりであります。 

１ 新株予約権の目的たる株式の

種類及び数 

   当社普通株式3,000株を上限

とする。 

２ 発行する新株予約権の総数 

   3,000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 

   １株当たり払込金額は、新株

予約権発行日の属する月の前

月の各日（取引が成立しない日

を除く。）の東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値（以

下「終値」という。）の平均値

に1.05を乗じた金額とし、１円

未満の端数は切り上げる。但

し、当該金額が新株予約権発行

日の前営業日（当日に取引がな

い場合は、その日に先立つ直近

日）の終値を下回る場合は、当

該終値とする。 

５ 新株予約権を行使することが

できる期間 

   平成18年10月１日から平成

24年９月30日までの期間で、取

締役会の決議で定める期間と

する。 

６ 新株予約権の行使の条件 

  ①対象者の相続人による新株

予約権の行使は認められな

い。 

  ②その他の条件は、取締役会決

 議により決定する。 

７ 新株予約権の譲渡制限 

   新株予約権の譲渡について

は取締役会の承認を要する。 

 

 



平成 18 年 12 月期個別中間財務諸表の概要 

 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 （P7） 

(訂正前) 

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 

有価証券 

 (2) その他有価証券 

時価のないもの 

  総平均法による原価法

  (外貨建その他有価証

券は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に換

算し、換算差額は評価差

額として処理しておりま

す。また評価差額は全部

資本直入法により処理し

ております。)   

(匿名組合出資金は個

別法によっており、詳細

は「７(1) 匿名組合出資

金の会計処理」に記載し

ております。) 

 

有価証券 

 (2) その他有価証券 

時価のないもの 

  総平均法による原価法

  (外貨建その他有価証

券は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に換

算し、換算差額は評価差

額として処理しておりま

す。また評価差額は全部

資本直入法により処理し

ております。) 

  (匿名組合出資金は個

別法によっており、詳細

は「７(1) 匿名組合出資

金の会計処理」に記載し

ております。) 

  (投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合

への出資(証券取引法第

２条第２項により有価証

券とみなされるもの)に

ついては、持分相当額を

純額で取り込む方法によ

っております。) 

有価証券 

 (2) その他有価証券 

時価のないもの 

  総平均法による原価法

  (外貨建その他有価証

券は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は評価差額

として処理しておりま

す。また評価差額は全部

資本直入法により処理し

ております。) 

  (匿名組合出資金は個

別法によっており、詳細

は「７(1) 匿名組合出資

金の会計処理」に記載し

ております。) 

 (投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合

への出資(証券取引法第

２条第２項により有価証

券とみなされるもの)に

ついては、持分相当額を

純額で取り込む方法によ

っております。) 

 



(訂正後) 

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 

有価証券 

 (2) その他有価証券 

時価のないもの 

  総平均法による原価法

  (外貨建その他有価証

券は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に換

算し、換算差額は評価差

額として処理しておりま

す。また評価差額は全部

資本直入法により処理し

ております。)   

(匿名組合出資金は個

別法によっており、詳細

は「７(1) 匿名組合出資

金の会計処理」に記載し

ております。) 

 

有価証券 

 (2) その他有価証券 

時価のないもの 

  総平均法による原価法

  (外貨建その他有価証

券は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に換

算し、換算差額は評価差

額として処理しておりま

す。また評価差額は全部

純資産直入法により処理

しております。) 

  (匿名組合出資金は個

別法によっており、詳細

は「７(1) 匿名組合出資

金の会計処理」に記載し

ております。) 

  (投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合

への出資(証券取引法第

２条第２項により有価証

券とみなされるもの)に

ついては、持分相当額を

純額で取り込む方法によ

っております。) 

有価証券 

 (2) その他有価証券 

時価のないもの 

  総平均法による原価法

  (外貨建その他有価証

券は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は評価差額

として処理しておりま

す。また評価差額は全部

資本直入法により処理し

ております。) 

  (匿名組合出資金は個

別法によっており、詳細

は「７(1) 匿名組合出資

金の会計処理」に記載し

ております。) 

 (投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合

への出資(証券取引法第

２条第２項により有価証

券とみなされるもの)に

ついては、持分相当額を

純額で取り込む方法によ

っております。) 

 

 



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（P9） 

(訂正前) 

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) 

―――― （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

計基準等の適用指針」（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4,173,971千円でありま

す。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

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等規則

により作成しております。 

―――― 

 

(訂正後) 

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) 

―――― （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

基準等の適用指針」（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4,173,971千円でありま

す。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

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等規則

により作成しております。 

―――― 

 

 



(重要な後発事象) （P14）  

(訂正前) 

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) 

(株式分割) 

 平成17年５月26日開催の取締役

会において株式分割による新株式

の発行を行う旨の決議をしており

ます。 

 当該株式分割の内容は、下記のと

おりであります。 

１ 平成17年８月19日付をもって

平成17年６月30日最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載

又は記録された株主並びに端

株原簿に記載又は記録された

端株主の所有株式を１株につ

き３株の割合をもって分割す

る。 

２ 分割により増加する株式の種

類及び数 

   普通株式 77,805.9株  

３ 配当起算日 

   平成17年７月１日 

 

 前期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定した場合における

（１株当たり情報）の各数値は

それぞれ以下のとおりでありま

す。 
前中間 
会計期間 

当中間 
会計期間 

前事業年度 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

9,751円23銭 25,885円20銭 21,309円97銭 

１株当たり 
中間純利益 

１株当たり 
中間純利益 

１株当たり 
当期純利益 

373円97銭 4,567円26銭 821円79銭 

潜在株式調整
後１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整
後１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整
後１株当たり 
当期純利益 

292円32銭 3,824円86銭 653円17銭 

 

 

―――― （新株予約権の株式分割） 

 平成18年３月30日開催の定時株

主総会において、商法第280条ノ20

及び商法第280条ノ21の規定に基づ

き、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いた

しました。発行予定の新株予約権の

概要は以下のとおりであります。 

１ 新株予約権の目的たる株式の

種類及び数 

   当社普通株式3,000株を上限

とする。 

２ 発行する新株予約権の総数 

   3,000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 

   １株当たり払込金額は、新株

予約権発行日の属する月の前

月の各日（取引が成立しない日

を除く。）の東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値（以

下「終値」という。）の平均値

に1.05を乗じた金額とし、１円

未満の端数は切り上げる。但

し、当該金額が新株予約権発行

日の前営業日（当日に取引がな

い場合は、その日に先立つ直近

日）の終値を下回る場合は、当

該終値とする。 

５ 新株予約権を行使することが

できる期間 

   平成18年10月１日から平成

24年９月30日までの期間で、取

締役会の決議で定める期間と

する。 

６ 新株予約権の行使の条件 

  ①対象者の相続人による新株

予約権の行使は認められな

い。 

  ②その他の条件は、取締役会決

 議により決定する。 

７ 新株予約権の譲渡制限 

   新株予約権の譲渡について

は取締役会の承認を要する。 

 



(訂正後) 

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) 

(株式分割) 

 平成17年５月26日開催の取締役

会において株式分割による新株式

の発行を行う旨の決議をしており

ます。 

 当該株式分割の内容は、下記のと

おりであります。 

１ 平成17年８月19日付をもって

平成17年６月30日最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載

又は記録された株主並びに端

株原簿に記載又は記録された

端株主の所有株式を１株につ

き３株の割合をもって分割す

る。 

２ 分割により増加する株式の種

類及び数 

   普通株式 77,805.9株  

３ 配当起算日 

   平成17年７月１日 

 

 前期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定した場合における

（１株当たり情報）の各数値は

それぞれ以下のとおりでありま

す。 
前中間 
会計期間 

当中間 
会計期間 

前事業年度 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

9,751円23銭 25,885円20銭 21,309円97銭 

１株当たり 
中間純利益 

１株当たり 
中間純利益 

１株当たり 
当期純利益 

373円97銭 4,567円26銭 821円79銭 

潜在株式調整
後１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整
後１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整
後１株当たり 
当期純利益 

292円32銭 3,824円86銭 653円17銭 

 

 

―――― （新株予約権の付与） 

 平成18年３月30日開催の定時株

主総会において、商法第280条ノ20

及び商法第280条ノ21の規定に基づ

き、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いた

しました。発行予定の新株予約権の

概要は以下のとおりであります。 

１ 新株予約権の目的たる株式の

種類及び数 

   当社普通株式3,000株を上限

とする。 

２ 発行する新株予約権の総数 

   3,000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 

   １株当たり払込金額は、新株

予約権発行日の属する月の前

月の各日（取引が成立しない日

を除く。）の東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値（以

下「終値」という。）の平均値

に1.05を乗じた金額とし、１円

未満の端数は切り上げる。但

し、当該金額が新株予約権発行

日の前営業日（当日に取引がな

い場合は、その日に先立つ直近

日）の終値を下回る場合は、当

該終値とする。 

５ 新株予約権を行使することが

できる期間 

   平成18年10月１日から平成

24年９月30日までの期間で、取

締役会の決議で定める期間と

する。 

６ 新株予約権の行使の条件 

  ①対象者の相続人による新株

予約権の行使は認められな

い。 

  ②その他の条件は、取締役会決

 議により決定する。 

７ 新株予約権の譲渡制限 

   新株予約権の譲渡について

は取締役会の承認を要する。 

 

 

 



平成 17 年 12 月期決算短信（連結） 

 

４ 【連結財務諸表】 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（P22、P24 及び P25) 

(訂正前) 

項目 

前連結会計年度 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

当連結会計年度 

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 

(2) 非連結子会社の数  12社 

  主要な非連結子会社の名称 

㈲エム・ケー・ズィー・インベ

ストメンツ 

Mountain Recovery FundⅠ㈲ 

 

 

連結の範囲から除いた理由 

Mountain Recovery FundⅠ㈲は、

主として匿名組合契約方式により

債権投資事業を行っている営業者

であり、当社グループに帰属する

資産及び損益は実質的に僅少であ

るため、連結財務諸表規則第５条

第１項第２号により連結の範囲か

ら除外しております。 

その他の非連結子会社は、小規

模会社であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金

(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

していないため連結の範囲から除

いております。 

(2) 非連結子会社の数  28社 

  主要な非連結子会社の名称 

Mountain Recovery FundⅠ㈲ 

エス・アール・エフ・エー有限

責任中間法人 

エム・アール・エフ・ツー㈲ 

 

連結の範囲から除いた理由 

Mountain Recovery FundⅠ㈲及

びエム・アール・エフ・ツー㈲は、

主として匿名組合契約方式により

債権投資事業を行っている営業者

であり、当社グループに帰属する

資産及び損益は実質的に僅少であ

るため、連結財務諸表規則第５条

第１項第２号により連結の範囲か

ら除外しております。 

その他の非連結子会社は、小規

模会社であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金

(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

していないため連結の範囲から除

いております。 

 

４ 会計処理基準に関す

る事項 

(7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

イ 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合へ出資を行うに際し

て、匿名組合財産の持分相当額

を「投資有価証券」として計上

しております。 

連結子会社の出資する匿名組

合が獲得した純損益の持分相当

額については「匿名組合分配損

益」に計上するとともに同額を

「投資有価証券」に加減し、投

資先の営業者からの出資金の払

い戻しについては、「投資有価

証券」を減額させております。

 

(7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

イ 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合へ出資を行うに際し

て、匿名組合財産の持分相当額

を「投資有価証券」として計上

しております。 

連結子会社の出資する匿名組

合が獲得した純損益の持分相当

額については「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、投資先の営業

者からの出資金の払い戻しにつ

いては、「投資有価証券」を減額

させております。 

 



 ロ 匿名組合出資預り金の会計処理

匿名組合の営業者としての業

務を受託しております。匿名組

合の財産は営業者に帰属するた

め、匿名組合の財産及び損益は、

連結財務諸表に含め、総額にて

表示しております。 

匿名組合出資者からの出資金

受入時に「匿名組合出資預り金」

を計上し、匿名組合が獲得した

純損益の出資者持分相当額につ

いては、「匿名組合損益分配額」

に計上するともに同額を「匿名

組合出資預り金」に加減し、出

資金の払い戻しについては「匿

名組合出資預り金」を減額させ

ております。 

ロ 匿名組合出資預り金の会計処理

匿名組合の営業者としての業

務を受託しております。匿名組

合の財産は営業者に帰属するた

め、匿名組合の財産及び損益は、

連結財務諸表に含め、総額にて

表示しております。 

匿名組合出資者からの出資金

受入時に「匿名組合出資預り金」

を計上し、匿名組合が獲得した

純損益の出資者持分相当額につ

いては、「売上高」に計上する

ともに同額を「匿名組合出資預

り金」に加減し、出資金の払い

戻しについては「匿名組合出資

預り金」を減額させております。

 

(訂正後) 

項目 

前連結会計年度 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

当連結会計年度 

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 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

㈲エム・ケー・ズィー・インベ

ストメンツ 

Mountain Recovery FundⅠ㈲ 

 

 

連結の範囲から除いた理由 

Mountain Recovery FundⅠ㈲は、

主として匿名組合契約方式により

債権投資事業を行っている営業者

であり、当社グループに帰属する

資産及び損益は実質的に僅少であ

るため、連結財務諸表規則第５条

第１項第２号により連結の範囲か

ら除外しております。 

その他の非連結子会社は、小規

模会社であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金

(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

していないため連結の範囲から除

いております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

Mountain Recovery FundⅠ㈲ 

エス・アール・エフ・エー有限

責任中間法人 

エム・アール・エフ・ツー㈲ 

 

連結の範囲から除いた理由 

Mountain Recovery FundⅠ㈲及

びエム・アール・エフ・ツー㈲は、

主として匿名組合契約方式により

債権投資事業を行っている営業者

であり、当社グループに帰属する

資産及び損益は実質的に僅少であ

るため、連結財務諸表規則第５条

第１項第２号により連結の範囲か

ら除外しております。 

その他の非連結子会社は、小規

模会社であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金

(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

していないため連結の範囲から除

いております。 

 

４ 会計処理基準に関す

る事項 

(7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

イ 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合へ出資を行うに際し

て、匿名組合財産の持分相当額

を「投資有価証券」として計上

しております。 

連結会社の出資する匿名組合

が獲得した純損益の持分相当額

については「匿名組合分配損益」

に計上するとともに同額を「投

(7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

イ 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合へ出資を行うに際し

て、匿名組合財産の持分相当額

を「投資有価証券」として計上

しております。 

連結会社の出資する匿名組合

が獲得した純損益の持分相当額

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



 資有価証券」に加減し、投資先

の営業者からの出資金の払い戻

しについては、「投資有価証券」

を減額させております。 

 

証券」に加減し、投資先の営業

者からの出資金の払い戻しにつ

いては、「投資有価証券」を減額

させております。 

 ロ 匿名組合出資預り金の会計処理

匿名組合の営業者としての業

務を受託しております。匿名組

合の財産は営業者に帰属するた

め、匿名組合の財産及び損益は、

連結財務諸表に含め、総額にて

表示しております。 

匿名組合出資者からの出資金

受入時に「匿名組合出資預り金」

を計上し、匿名組合が獲得した

純損益の出資者持分相当額につ

いては、「匿名組合損益分配額」

に計上するともに同額を「匿名

組合出資預り金」に加減し、出

資金の払い戻しについては「匿

名組合出資預り金」を減額させ

ております。 

ロ 匿名組合出資預り金の会計処理

匿名組合の営業者としての業

務を受託しております。匿名組

合の財産は営業者に帰属するた

め、匿名組合の財産及び損益は、

連結財務諸表に含め、総額にて

表示しております。 

匿名組合出資者からの出資金

受入時に「匿名組合出資預り金」

を計上し、匿名組合が獲得した

純損益の出資者持分相当額につ

いては、「匿名組合損益分配額」

に計上するともに同額を「匿名

組合出資預り金」に加減し、出

資金の払い戻しについては「匿

名組合出資預り金」を減額させ

ております。 

 

  

以上 
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