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１．平成18年８月中間期の業績（平成18年３月１日～平成18年８月31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 ％

平成18年８月中間期 14,525 (195.1) 12,346 (209.9) 11,981 (217.5)

平成17年８月中間期 4,922 (85.8) 3,983 (111.0) 3,774 (108.3)

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

 中間（当期）純利益
 １株当たり中間

（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 

平成18年８月中間期 7,079 (218.4) 13,422 82

平成17年８月中間期 2,223 (114.0) 9,575 37

平成18年２月期 3,802 (95.3) 14,748 73

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 527,400株 17年８月中間期 232,174株 18年２月期 246,351株
　　②会計処理の方法の変更　　無
 　 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であります。
    ④平成18年３月１日をもって、普通株式１株を２株に分割しております。

（2）財政状態                                                                        （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

 平成18年８月中間期 87,502 44,680 51.1 84,586 25
 平成17年８月中間期 54,849 30,262 55.2 122,604 06

 （注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 528,266株 17年８月中間期 246,941.59株 18年２月期 263,513株

②期末自己株式数 18年８月中間期 240株 17年８月中間期 109.59株 18年２月期 120株

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

２．平成19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 17,000 12,100 7,100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）13,446円31銭

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

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

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年２月期 － 1,500 － 1,800 － 3,300

19年２月期（実績） － 1,200 － － －  

19年２月期（予想） － － － 1,200 － 2,400

（注）平成18年３月１日をもって、普通株式１株を２株に分割しております。
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１．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年８月31日）
当中間会計期間末

（平成18年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  ※2 12,562,718   15,131,492   10,318,521   

２．売掛金  69,889   153,286   192,839   

３．たな卸資産　 ※2 7,266,781   6,144,281   6,140,359   

４．営業投資有価証券
※2
※3

11,142,470   22,756,639   14,745,064   

５．営業出資金 ※3 31,500   12,177,773   12,402,963   

６．営業貸付金 ※3 4,790,000   10,811,000   4,696,000   

７．有価証券  5,520,037   －   －   

８．出資金  640,100   －   －   

９．匿名組合出資金  3,915,000   －   －   

10．前渡金  20,000   301,869   781,000   

11．短期貸付金  516,698   －   －   

12．関係会社短期貸付
金 

 3,942,650   1,098,502   380,000   

13. 繰延税金資産  －   1,551,595   －   

14．その他流動資産  571,365   809,550   554,682   

流動資産合計   50,989,210 93.0  70,935,991 81.1  50,211,430 80.7

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※1 149,899   248,970   185,654   

(2）無形固定資産  394   48,298   7,894   

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券 ※2 382,135   4,076,220   2,209,113   

２．関係会社株式  126,502   1,715,923   1,091,420   

３．関係会社出資金  144,244   5,653,963   4,710,580   

４．関係会社長期貸
付金

 2,877,502   4,081,895   3,572,502   

５．その他投資
その他の資産

 180,101   741,621   225,601   

投資その他の資産
合計

 3,710,486   16,269,623   11,809,218   

固定資産合計   3,860,780 7.0  16,566,892 18.9  12,002,767 19.3

資産合計   54,849,990 100.0  87,502,883 100.0  62,214,198 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年８月31日）
当中間会計期間末

（平成18年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  －   12,878   5,817   

２．短期借入金 ※2 5,842,000   5,120,000   9,468,850   

３．１年以内返済予定
長期借入金

※2 3,545,925   5,127,379   2,788,637   

４．未払法人税等  1,724,706   6,232,985   2,327,232   

５．繰延税金負債  176,035   －   198,794   

６．役員賞与引当金  －   165,000   －   

７．その他流動負債  903,903   3,052,604   927,282   

流動負債合計   12,192,570 22.2  19,710,846 22.5  15,716,614 25.3

Ⅱ　固定負債           

１．新株予約権付社債  7,110,000   13,010,000   10,000   

２．長期借入金 ※2 5,252,475   9,892,616   7,513,712   

３．繰延税金負債  32,340   65,569   69,887   

４．その他の固定負債  －   143,212   33,903   

固定負債合計   12,394,815 22.6  23,111,398 26.4  7,627,503 12.2

負債合計   24,587,385 44.8  42,822,244 48.9  23,344,118 37.5
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前中間会計期間末

（平成17年８月31日）
当中間会計期間末

（平成18年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   12,813,022 23.4  － －  16,364,622 26.3

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  12,659,271   －   16,210,868   

資本剰余金合計   12,659,271 23.1  － －  16,210,868 26.1

Ⅲ　利益剰余金           

１．任意積立金  178   －   178   

２．中間（当期）未処
分利益

 4,374,699   －   5,583,672   

利益剰余金合計   4,374,878 8.0  － －  5,583,850 9.0

Ⅳ　その他有価証券評価
額差額金

  446,891 0.8  － －  747,169 1.2

Ⅴ　自己株式   △31,459 △0.1  － －  △36,431 △0.1

資本合計   30,262,605 55.2  － －  38,870,079 62.5

負債・資本合計   54,849,990 100.0  － －  62,214,198 100.0

（純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

 １．資本金   － －  16,443,622 18.8  － －

  ２．資本剰余金           

 （1）資本準備金  －   16,289,868   －   

 資本剰余金合計   － －  16,289,868 18.6  － －

　３.利益剰余金           

 （1）利益準備金  －   －   －   

 （2）その他利益剰余金  －   12,019,734   －   

 繰越利益剰余金  －   12,019,734   －   

 利益剰余金合計   － －  12,019,734 13.8  － －

　４.自己株式   － －  △36,431 0.0  － －

 株主資本合計   － －  44,716,793 51.1  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１.その他有価証券評価
差額金

  － －  64,197 0.1  － －

  ２.繰延ヘッジ損益   － －  △117,254 △0.1  － －

 評価・差額金等合計   － －  △53,056 △0.1  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  16,902 0.0  － －

 純資産合計   － －  44,680,638 51.1  － －

 負債・純資産合計   － －  87,502,883 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,922,343 100.0  14,525,817 100.0  11,945,514 100.0

Ⅱ　売上原価   78,151 1.6  678,909 4.7  2,951,885 24.7

売上総利益   4,844,191 98.4  13,846,907 95.3  8,993,628 75.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※4  860,488 17.5  1,500,158 10.3  2,020,400 16.9

営業利益   3,983,702 80.9  12,346,749 85.0  6,973,227 58.4

Ⅳ　営業外収益 ※1  110,734 2.3  249,984 1.7  294,310 2.5

Ⅴ　営業外費用 ※2  320,325 6.5  615,593 4.3  754,156 6.3

経常利益   3,774,111 76.7  11,981,140 82.5  6,513,381 54.5

Ⅵ　特別損失 ※3  －   －   55,675 0.5

税引前中間（当
期）純利益

  3,774,111 76.7  11,981,140 82.5  6,457,705 54.1

法人税、住民税及
び事業税

 1,678,282   6,134,427   2,900,236   

法人税等調整額  △127,326 1,550,956 31.5 △1,232,494 4,901,933 33.7 △244,907 2,655,329 22.2

中間（当期）純利
益

  2,223,155 45.2  7,079,206 48.7  3,802,376 31.8

前期繰越利益   2,151,544   4,940,527   2,151,544  

中間配当額   －   －   370,248  

中間（当期）未処
分利益

  4,374,699   12,019,734   5,583,672  
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(3)中間株主資本等変動計算書

 

当中間会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資
本剰余金

資本剰余金
合計

利益　　
準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

特別償
却準備
金

繰越利益　
剰余金

平成18年２月28日　残高

（千円）
16,364,622 16,210,868 － 16,210,868 － 178 5,583,672 5,583,850 △36,431 38,122,910

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 79,000 79,000 － 79,000 － － － － － 158,000

剰余金の配当（千円） － － － － － － △474,323 △474,323 － △474,323

役員賞与（千円） － － － － － － △169,000 △169,000 － △169,000

その他（千円） － － － － － △178 178 － － －

中間純利益（千円） － － － － － － 7,079,206 7,079,206 － 7,079,206

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

（千円）

－ － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
79,000 79,000 － 79,000 － △178 6,436,061 6,435,883 － 6,593,883

平成18年８月31日　残高

（千円）
16,443,622 16,289,868 － 16,289,868 － － 12,019,734 12,019,734 △36,431 44,716,793

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年２月28日　残高

（千円）
747,169 － 747,169 － 38,870,079

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － － － 158,000

剰余金の配当（千円） － － － － △474,323

役員賞与（千円） － － － － △169,000

中間純利益（千円） － － － － 7,079,206

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△682,972 △117,254 △800,226 16,902 △783,324

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△682,972 △117,254 △800,226 16,902 5,810,558

平成18年８月31日　残高

（千円）
64,197 △117,254 △53,056 16,902 44,680,638
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

ただし、匿名組合出資金に

ついては、詳細は「７．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(4）匿名組合

出資金の会計処理」に記載

しております。 

時価のないもの

同左

　

時価のないもの

同左

 

（2）デリバティブ

時価法

（2）デリバティブ 

 同左 

（2）デリバティブ 

 同左 

(3）たな卸資産

販売用不動産

　個別法による原価法

なお、固定資産の減価償却の

方法と同様の方法により減価

償却を行っております。

(3）たな卸資産

販売用不動産

同左

 

(3）たな卸資産

販売用不動産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

　定率法。ただし、建物（附属設備

を除く）については、定額法を採用

しております。

なお主な耐用年数は以下のとおり

であります。

有形固定資産

同左

　

有形固定資産

同左

建物 ８～41年

工具,器具及び備品 ３～15年

３．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

新株発行費

同左

新株発行費

同左

社債発行費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

社債発行費

同左

社債発行費

同左

４．引当金の計上基準          ───── 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づ

き当中間会計期間負担額を計上し

ております。

─────

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。ただし、特例処理の

要件を満たす為替予約については、

特例処理を採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。ただし、特例処理の

要件を満たす為替予約、金利ス

ワップおよび金利キャップについ

ては、特例処理を採用しておりま

す。

(1）ヘッジ会計の方法

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・為替予約取引、

外貨建借入金 

　

ヘッジ対象・・外貨建金銭債

権債務、営業投

資有価証券　

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・為替予約取引、

外貨建借入金、

金利スワップ取

引、金利キャッ

プ取引

ヘッジ対象・・外貨建金銭債権

債務、営業投資

有価証券、借入

金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同社

 

(3）ヘッジ方針 

当社の内部規定に基づき、営業活

動及び財務活動における為替変動

リスク及び金利変動リスクをヘッ

ジしております。

(3）ヘッジ方針 

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性の評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象

とヘッジ手段の相場変動の累計を

比較し、両者の変動額等を基礎に

して判断しております。

(4）ヘッジ有効性の評価の方法 

同左

(4）ヘッジ有効性の評価の方法

同左

７．その他中間財務諸表（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

税抜方式によっております。　

 なお、控除対象外消費税等は原則

当中間期の期間費用として処理し

ておりますが、資産に係る控除対

象外消費税等のうち一定のものは

５年間の均等償却をしておりま

す。 

(1）消費税等の会計処理

同左 

 

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。　

　なお、控除対象外消費税等は原

則当期の期間費用として処理して

おりますが、資産に係る控除対象

外消費税等のうち一定のものは５

年間の均等償却をしておりま

す。 

(2）自社ファンドへ譲渡した不動産

についての会計処理

販売用不動産のうち、自社ファン

ドへ譲渡した不動産については、

売却損益を純額で「売上高」に計

上しております。

(2）自社ファンドへ譲渡した不動産

についての会計処理

同左

(2）自社ファンドへ譲渡した不動産

についての会計処理

同左

(3) 営業投融資の会計処理

当社がＭ＆Ａ事業の営業取引とし

て営業投資目的で行う投融資（営

業投融資）については、営業投資

目的以外の投融資とは区分して

「営業投資有価証券」、「営業出

資金」及び「営業貸付金」として

「流動資産の部」にまとめて表示

しております。また、営業投融資

から生ずる損益は、営業損益とし

て表示することとしております。

　なお、株式等の所有により、営

業投資先の意思決定機関を支配し

ている要件および営業投資先に重

要な影響を与えている要件を満た

すこともありますが、その所有目

的は営業投資であり、傘下に入れ

る目的で行われていないことから、

当該営業投資先は、子会社及び関

連会社に該当しないものとしてお

ります。

(3) 営業投融資の会計処理

当社が不動産ファンド事業及びＭ

＆Ａ事業の営業取引として営業投

資目的で行う投融資(営業投融資)

については、営業投資目的以外の

投融資とは区分して「営業投資有

価証券」、「営業出資金」及び

「営業貸付金」として「流動資産

の部」にまとめて表示しておりま

す。また、営業投融資から生ずる

損益は、営業損益として表示する

こととしております。

 なお、株式等の所有により、営業

投資先の意思決定機関を支配して

いる要件および営業投資先に重要

な影響を与えている要件を満たす

こともありますが、その所有目的

は営業投資であり、傘下に入れる

目的で行われていないことから、

当該営業投資先は、子会社及び関

連会社に該当しないものとしてお

ります。 

(3）営業投融資の会計処理

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(4）匿名組合出資金の会計処理

　当社は匿名組合出資金の会計処

理を行うに際して、匿名組合の財

産の持分相当額を「営業投資有価

証券」、「有価証券」または「匿

名組合出資金」として計上してお

ります。匿名組合の出資時に「営

業投資有価証券」、「有価証券」

または「匿名組合出資金」を計上

し、匿名組合から分配された損益

については、売上高に計上すると

ともに同額を「営業投資有価証

券」、「有価証券」または「匿名

組合出資金」に加減し、営業者か

らの出資金の払戻については「営

業投資有価証券」、「有価証券」

または「匿名組合出資金」を減額

させております。

なお、匿名組合出資金は「営業

投資有価証券」、「有価証券」ま

たは「匿名組合出資金」として流

動資産の部に表示しております。

(4）匿名組合出資金の会計処理

　当社は匿名組合出資金の会計処

理を行うに際して、匿名組合の財

産の持分相当額を「営業投資有価

証券」または「営業出資金」とし

て計上しております。匿名組合の

出資時に「営業投資有価証券」ま

たは「営業出資金」を計上し、匿

名組合から分配された損益につい

ては、売上高に計上するとともに

同額を「営業投資有価証券」また

は「営業出資金」に加減し、営業

者からの出資金の払戻については

「営業投資有価証券」または「営

業出資金」を減額させております。

なお、匿名組合出資金は「営業

投資有価証券」または「営業出資

金」として流動資産の部に表示し

ております。

(4) 匿名組合出資金の会計処理

同左
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会計処理の変更

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 (固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間から「固定資産の減損に

係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」(企業会計審

議会 平成14年８月９日))および「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日)を適用しております。

これにより損益に与える影響はありません。

（役員賞与に関する会計基準）

  当中間会計期間より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号　平成17

年11月29日）を国内会社に適用しておりま

す。その結果、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

純利益は165,000千円減少しております。

 

（ストック・オプション等に関する会計基

準）

　当中間会計期間より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　平成17年12月27日　企業会計基

準第８号）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会　平成17年12月27日　企業会計

基準適用指針第11号）を適用しております。

その結果、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

は16,902千円減少しております。

 

（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

44,780,990千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間末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。

 

（自己株式及び準備金の額の減少に関する会計

基準）

  当中間会計期間より、「自己株式及び準備金

の減少に関する会計基準」（企業会計基準第１

号　平成17年12月27日）及び「自己株式及び準

備金の額の減少に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第２号　平成17年12月

27日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 (固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会

計基準」（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日））および「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用してお

ります。これにより損益に与える影響はあ

りません。
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　表示方法の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

　（貸借対照表関係）

　平成16年1２月１日に一部施行された「証券取引法等の一部を改正

する法律」（平成16年法律第97号）により、証券取引法第2条第2項

において、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を

有価証券とみなすこととされたことに伴い、前中間会計期間まで「営

業匿名組合出資金」及び「匿名組合出資金」に含めていたみなし有

価証券を当中間会計期間より「営業投資有価証券」又は「有価証券」

に計上しております。

この変更により、「営業投資有価証券」及び「有価証券」はそれぞ

れ5,532,587千円及び5,433,037千円増加しております。また、前中

間会計期間において「営業匿名組合出資金」及び「匿名組合出資金」

に含まれていたみなし有価証券は3,377,246千円であります。

　（貸借対照表関係）

　当中間会計期間において、会社法及び会社法の施行に伴う関係法

律の整備に関する法律が施行され、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

中間会計期間まで「営業出資金」（当中間会計期間末9,600千円）お

よび「出資金」（当中間会計期間末442,000千円）に含めて表示して

おりました有限会社に対する出資持分は、当中間会計期間より「営

業投資有価証券」として表示し、前中間会計期間まで「関係会社出

資金」（当中間会計期間末5,653,963千円）に含めて表示しておりま

した当社の子会社もしくは関連会社である有限会社に対する出資持

分は、当中間会計期間より「関係会社株式」として表示しておりま

す。

　

  前中間会計期間まで「匿名組合出資金」（当中間会計期間末

5,260,609千円）および「有価証券」（当中間会計期間466,304千円）

に含めていた不動産ファンド事業における株式会社、有限会社、匿

名組合出資金、および有限責任中間法人への出資等を前事業年度末

より「営業投資有価証券」および「営業出資金」にまとめて計上し、

その内訳を注記事項（貸借対照表関係※３）にて開示しております。

この変更は、当グループの投資銀行業務の実態を簡潔かつ明瞭に表

示するためのものであります。

　

追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

─────

 

 

 

 

 

 

 

─────

 

 

 

 

 

 

 

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に

公布され、平成16年４月１日以後に開始す

る事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日　企業会計基準委員会　実

務対応報告第12号）に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が

104,512千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少し

ております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末

（平成17年８月31日）

当中間会計期間末

（平成18年８月31日）

前事業年度末

（平成18年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                     34,886千円                       76,583千円                    　57,067千円

※２　担保提供資産及び対応債務

　担保に供している資産

　　　定期預金      100,000千円

      たな卸資産　2,466,905千円

　担保権によって担保される債務

1年以内返済予定長期借入金336,000千

円　

  　　長期借入金　2,080,000千円　

※２　担保提供資産及び対応債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

定期預金 100,000千円

販売用不動産 5,089,554千円

営業投資有価証券 1,104,000千円

投資有価証券 349,733千円

計 6,643,287千円

※２　担保提供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。

定期預金 100,000千円

販売用不動産 5,083,412千円

営業投資有価証券 585,000千円

投資有価証券 149,838千円

計 5,918,250千円

 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,960,000千円

１年以内返済予定

長期借入金
4,918,000千円

長期借入金 5,229,000千円

計 12,107,000千円

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 585,000千円

１年以内返済予定

長期借入金
1,120,000千円

長期借入金 3,180,000千円

計 4,885,000千円

 ※３　　　　　　───── ※３　営業投資有価証券、営業出資金及び営業

貸付金

（１）営業投資有価証券

(単位：千円）

 
不動産ファ

ンド事業
M&A事業 合計

 株式 505,207 2,803,539 3,308,746

 債券 － 2,450,000 2,450,000

匿名組合

出資金等

（注）

8,564,059 8,433,832 16,997,892

 合計 9,069,267 13,687,371 22,756,639

（注）匿名組合出資金等は証券取引法第２条に

おける有価証券、もしくは有価証券とみ

なされる権利等であります。

（２）営業出資金

(単位：千円）

 
不動産ファ

ンド事業
M&A事業 合計

出資金 442,000 9,600 451,600

 匿名組合出

資金
11,726,173 － 11,726,173

 合計 12,168,173 9,600 12,177,773

（３）営業貸付金

(単位：千円）

 
不動産ファ

ンド事業
M&A事業 合計

貸付金 1,900,000 8,911,000 10,811,000

※３　営業投資有価証券、営業出資金及び営

業貸付金 

（１）営業投資有価証券

(単位：千円）

 
不動産ファ

ンド事業
M&A事業 合計

 株式 115,100 2,522,588 2,637,688

 債券 － 700,000 700,000

匿名組合

出資金等

（注）

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

 合計 4,434,948 10,310,115 14,745,064

（注）匿名組合出資金等の出資金は証券取引法

第２条第２項において、有価証券とみな

される出資金であります。

（２）営業出資金

(単位：千円）

 
不動産ファ

ンド事業
M&A事業 合計

出資金 2,496,250 27,500 2,523,750

 匿名組合出

資金
9,879,213 － 9,879,213

 合計 12,375,463 27,500 12,402,963

（３）営業貸付金

(単位：千円）

 
不動産ファ

ンド事業
M&A事業 合計

貸付金 385,000 4,311,000 4,696,000
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

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

受取利息 105,045千円

受取配当金 2,627千円

受取利息   96,555千円

受取配当金 114,599千円

デリバティブ利益 35,079千円

受取利息 284,801千円

受取配当金 2,627千円

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

支払利息 191,673千円

新株発行費 77,370千円

社債発行費 20,353千円

為替差損  24,654千円

支払利息 293,942千円

新株発行費 16,602千円

社債発行費 16,466千円

為替差損 123,848千円

デリバティブ損失 163,930千円

支払利息 431,666千円

新株発行費 121,065千円

社債発行費 20,353千円

為替差損 122,930千円

※３　　　　　───── ※３　　　　　　───── ※３　特別損失の主要項目

投資有価証券評価損  19,999千円　

販売用不動産評価損  35,675千円　

 ※４　有形固定資産の減価償却実施額

8,367千円

 ※４　有形固定資産の減価償却実施額

19,515千円

 ※４　有形固定資産の減価償却実施額

19,588千円

－ 14 －



（中間株主資本等変動計算書関係）

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 120 120 － 240

合計 120 120 － 240

 

自己株式の増加の内訳

　平成18年３月１日付の株式分割による増加　120株
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①　リース取引

前中間会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

    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

取引は重要性が低いため注記を省略してお

ります。

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

 工具器具
備品

8,517 2,853 5,664

合計 8,517 2,853 5,664

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

 工具器具
備品

8,517 709 7,807

合計 8,517 709 7,807

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算出しております。

同左

(2）  未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,788千円

１年超 3,875千円

合計 5,664千円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため

支払利子込み法により算出しておりま

す。

１年内 1,703千円

１年超 6,104千円

合計 7,807千円

同左

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 894千円

減価償却費相当額 894千円

支払リース料 709千円

減価償却費相当額 709千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存期間

を零とする定額法によっております。

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

同左 

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年８月31日現在）

　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。 

当中間会計期間末（平成18年８月31日現在）

　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。

前事業年度末（平成18年２月28日現在）

　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３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 122,604円06銭

１株当たり中間純利益 9,575円37銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
9,296円52銭

１株当たり純資産額 84,586円25銭

１株当たり中間純利益 13,422円82銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
12,488円70銭

１株当たり純資産額 146,865円92銭

１株当たり当期純利益金

額
14,748円73銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
14,522円56銭

当社は、平成16年10月20日付で株式１株につ

き５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。

 当社は、平成18年３月１日付で株式１株につ

き２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 45,593円69銭

１株当たり当期純利益金額 5,820円52銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
5,549円99銭

１株当たり純資産額 61,302円03銭 

１株当たり当期純利益金額 4,787円68銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
4,648円26銭 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額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３月１日

至　平成17年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日)

前事業年度

(自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 2,223,155 7,079,206 3,802,376

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 169,000

（うち利益処分による役員賞与金） － － (169,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 2,223,155 7,079,206 3,633,376

期中平均株式数（株） 232,174 527,400 246,351

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（千円） － － －

普通株式増加数（株） 28,748 39,448 45,439

(うち、旧商法に基づき発行された新株引受

権付社債の新株引受権にかかる増加数）
－ (232) (40)

(うち、新株予約権にかかる増加数） (28,748) (39,216) (45,399)

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

－ 平成17年５月25日

定時株主総会決議

新株予約権 5,000株

平成18年５月30日 

定時株主総会決議 

新株予約権 485株 

平成18年５月30日 

定時株主総会決議 

新株予約権1,300株 

平成17年５月25日

定時株主総会決議

新株予約権 265株
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

───── ───── 2011年３月18日満期円貨建転換社債型

新株予約権付社債の発行について

　平成18年３月２日開催の当社取締役

会において、2011年3月18日満期円貨

建転換社債型新株予約権付社債の発行

を決議し、下記のとおり発行いたしま

した。

(1) 発行総額

額面総額13,000,000千円

(2) 発行価額　

額面10,000千円につき金10,000千

円 

(3) 発行年月日　平成18年３月20日

(4) 償還期限　　平成23年３月18日

(5) 募集の方法

　Mizuho International 

plc,London,Zurich Branchの総額

買取引受によるスイス連邦を中心

とする海外市場（アメリカ合衆国

を除く。）における募集

(6) 利　　率　　利息は付さない。

(7) 新株予約権の目的となる株式の種

類及び数

①　種類　当社普通株式

②　数

本新株予約権が行使された場合に

交付すべき当社普通株式の総数は、

本社債の発行価額の総額を下記(9)

②記載の転換価額（ただし、修正

又は調整された場合は修正後又は

調整後の転換価額）で除した数を

上限とし、当初39,097.74株を上限

とする。

(8) 新株予約権の総数　1,300個

(9) 新株予約権の行使に際して払い込

むべき額

①　社債の発行価額と同額とする。

②　新株予約権の行使に際して払込を

なすべき１株当たりの額は、当初

332,500円とする。

(10) 資金使途

全額を当社組成の不動産ファンド

及びＭ＆Ａ事業への投融資に充当

する予定であります。
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