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平成 19 年 ２月期   個別中間財務諸表の概要 平成18年10月20日 

上 場 会 社 名 株式会社 アポロ・インベストメント       上場取引所        大阪証券取引所第２部 

コ ー ド 番 号：8206                                            本社所在都道府県  大阪府 

（ＵＲＬ http://www.apollo-invest.co.jp/） 

代 表 者      役職名・氏名 代表取締役社長 アンドリュー・マンキェヴィッチ 

問合せ先責任者      役職名・氏名 執行役員総務人事部長 岡口 公大 ＴＥＬ (03)5425－2511 

決算取締役会開催日 平成18年10月20日                    中間配当制度の有無   有 

単元株制度採用の有無  有（１単元 1,000株） 

 

１．18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                  （注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。 

 営業収益 営業利益 経常利益 

 
18年８月中間期 
17年８月中間期 

百万円      ％ 

 30      （△73.3 ） 

116       (  84.6 )  

百万円      ％ 

△380         (  ―  ) 

△29         (  ―  ) 

百万円    ％ 

△387       (  ―  ) 

△20       (  ―  ) 

18年 ２ 月 期 560 135 113 

 

 中間（当期）純利益 1株当たり中間（当期）純利益 

 
18年８月中間期 
17年８月中間期 

百万円     ％ 

△423       (  ―  ） 

△28       (  ―  ） 

円   銭 

△3    15  

△0    33  

18年 ２ 月 期 888 8    53  

(注)①期中平均株式数 18年8月中間期 134,575,782株 17年8月中間期 86,704,824株 18年2月期 104,168,129株 

②会計処理の方法の変更   有 

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。 

 

(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年８月中間期 
17年８月中間期 

百万円 

12,226    

8,255    

百万円 

12,051    

7,863    

％ 

98.3    

95.3    

円   銭 

89     09  

70       80  

18年 ２ 月 期 13,833 13,186 95.3 98    24  

(注)①期末発行済株式数  18年8月中間期 134,956,647株 17年8月中間期 111,062,472株 18年2月期 134,234,472株 

②期末自己株式数   18年8月中間期   1,015,353株 17年8月中間期   1,504,528株 18年2月期   1,506,528株 

 

２．19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） 

 営業収益 経常利益 当期純利益 

   
通  期 
 

百万円 

72 

百万円 

△528 

百万円 

△546 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  △４円  05銭 

 
３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 年間 

平成18年２月期 ― 

平成19年２月期（実績） ― 

平成19年２月期（予想） ― 

 

※ 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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１ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

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) 

前会計年度の 
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   4,045,717   346,935   540,852  

２ 有価証券   99,180   －   942,550  

３ 営業投資有価証券   921,740   2,044,517   1,128,490  

４ 短期貸付金   1,050,000   －   －  

５ その他   118,152   511,619   1,660,620  

貸倒引当金   △167   △8   △8  

流動資産合計   6,234,622 75.5  2,903,064 23.7  4,272,505 30.9 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※１          

 １ その他   19,108   12,431   15,982  

有形固定資産合計   19,108   12,431   15,982  

(2) 無形固定資産   4,110   12,527   6,683  

(3) 投資その他の資産           

１ 投資有価証券   441,777   －   －  

２ 関係会社株式   995,730   8,178,088   7,790,309  

３ 長期差入保証金   482,416   －   65,689  

４ その他   93,456   1,091,761   1,631,593  

  貸倒引当金   △48,516   △45,607   △46,367  

投資その他の資産合計   1,964,864   9,224,243   9,441,224  

固定資産合計   1,988,082 24.1  9,249,201 75.7  9,463,890 68.4 

Ⅲ 繰延資産   33,134 0.4  73,841 0.6  96,836 0.7 

資産合計   8,255,840 100.0  12,226,107 100.0  13,833,232 100.0 
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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) 

前会計年度の 
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 その他   345,287   67,671   232,901  

流動負債合計   345,287 4.2  67,671 0.5  232,901 1.7 

Ⅱ 固定負債           

１ 繰延税金負債   －   107,043   413,453  

２ その他   46,474   －   －  

固定負債合計   46,474 0.5  107,043 0.9  413,453 3.0 

負債合計   392,301 4.7  174,715 1.4  646,355 4.7 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   3,249,625 39.4  － －  5,278,360 38.2 

Ⅱ 資本剰余金   4,231,538 51.2  － －  6,243,156 45.1 

Ⅲ 利益剰余金   △11,036 △0.1  － －  905,697 6.5     

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  494,041 6.0  － －  861,140 6.2 

Ⅴ 自己株式   △100,629 △1.2  － －  △101,477 △0.7 

資本合計   7,863,539 95.3  － －  13,186,876 95.3 

負債、資本合計   8,255,840 100.0  － －  13,833,232 100.0 

           

 



    ―  ― 4 

 

  
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) 

前会計年度の 
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 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   － －  5,292,238 43.3  － － 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   6,256,993   －   

 (2) その他資本剰余金  －   78,611   －   

資本剰余金合計   － －  6,335,604 51.8  － － 

３ 利益剰余金           

 (1) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   482,116   －   

利益剰余金合計   － －  482,116 3.9  － － 

４ 自己株式   － －  △68,481 △0.5  － － 

     株主資本合計   － －  12,041,478 98.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価 
差額金 

 －    △17,606  －   

     評価・換算差額等 
     合計 

  － －  △17,606 △0.1  － － 

Ⅲ 新株予約権   － －  27,520 0.2  － － 

純資産合計   － －  12,051,391 98.6  － － 

負債純資産合計   － －  12,226,107 100.0  － － 
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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 営業収益   116,014 100.0  30,920 100.0  560,130 100.0 

Ⅱ 営業費用 
※１ 
※２ 

 145,338 125.3  411,196 △1329.9  424,260 75.7 

営業利益又は 
営業損失(△) 

  △29,323 △25.3  △380,276 △1229.9  135,869 24.3 

Ⅳ 営業外収益 ※３  17,733 15.3  21,021 68.0  47,345 8.4 

Ⅴ 営業外費用 ※４  8,698 7.5  28,446 92.0  70,043 12.5 

経常利益又は 
経常損失(△) 

  △20,289 △17.5  △387,701 △1253.9  113,171 20.2 

Ⅴ 特別利益   2,142 1.9  － －  686,142 122.5 

Ⅵ 特別損失 ※６  8,681 7.5  53,347 172.5  8,681 1.5 

税引前中間(当期) 
純利益又は税引前中 
間純損失(△) 

  △26,827 △23.1  △441,048 △1426.4  790,633 141.2 

法人税、住民税 
及び事業税 

  1,421 1.2  △17,468 △56.5  △97,852 △17.4 

中間(当期)純利益又 
は中間純損失(△) 

  △28,248 △24.3  △423,580 △1369.9  888,485 158.6 

前期繰越利益   17,212      17,212  

中間(当期)未処分 
利益又は中間未処理 
損失（△） 

  △11,036      905,697  
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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）             （単位：千円） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月28日残高 5,278,360 6,243,156 905,697 △101,477 12,325,736 

中間会計期間中の変

動額 
     

新株の発行 13,878 13,837   27,715 

中間純損失   △423,580 － △423,580 

自己株式の取得    △191 △191 

自己株式の処分  78,611  33,188 111,799 

中間会計期間中の変動

額合計 
13,878 92,448 △423,580 32,996 △284,258 

平成18年８月31日残高 5,292,238 6,335,604 482,116 △68,481 12,041,478 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年２月28日残高 861,140 861,140 27,520 13,214,396 

中間会計期間中の変

動額 
    

新株の発行    27,715 

中間純損失    △423,580 

自己株式の取得    △191 

自己株式の処分    111,799 

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

△878,746 △878,746  △878,746 

中間会計期間中の変動

額合計 
△878,746 △878,746  △1,163,004 

平成18年８月31日残高 △17,606 △17,606 27,520 12,051,391 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

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 有価証券の評価基準及び評価方

法 

① 売買目的有価証券 

    時価法（売却原価は、移

動平均法により算定） 

（有価証券の保有目的の変

更） 

従来、その他有価証券と

して保有しておりました

株式217,325千円につい

て、当中間会計期間よ

り、トレーディング事業

を開始したことに伴い、

保有目的を変更し、売買

目的有価証券（有価証

券）としております。当

該保有目的の変更の結

果 、 流 動 資 産 が 、

1,020,920千円増加し、固

定資産が同額減少すると

ともに、繰延税金負債が

19,987千円、その他有価

証券評価差額金が30,562

千円減少しております。 

また、売買目的有価証券

に係る売却益41,292千

円、時価評価による評価

益50,550千円及び受取配

当金1,972千円を売上高に

計上しており、営業利益

が93,814千円増加してお

ります。 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

――― 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

① 売買目的有価証券 

     時価法（売却原価は、移

動平均法により算定） 

（有価証券の保有目的の変

更） 

従来、その他有価証券とし

て保有しておりました株式

217,325千円について、当

事業年度より投資事業を開

始したことに伴い、保有目

的を変更し、売買目的有価

証券（有価証券）としてお

ります。当該保有目的の変

更の結果、流動資産が

2,071,040千円増加し、固

定資産が同額減少するとと

もに、繰延税金負債が

168,984千円、その他有価

証券評価差額金が110,513

千円減少しております。 

また、売買目的有価証券に

係る売却益238,460千円、

時価評価による評価益

279,497千円、受取配当金

1,972千円を営業収益に計

上しており、営業利益が

519,930千円増加しており

ます。 

 ② 子会社株式 

   移動平均法による原価法 

 ③ その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市場価格

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して

おります。) 

 ② 子会社株式 

同左 

 ③ その他有価証券（営業投資有

価証券を含む） 

   時価のあるもの 

同左 

 ② 子会社株式 

同左 

 ③ その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算期末日の市場価格等

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

定しております。) 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

（有価証券の保有目的の変

更） 

平成18年８月31日開催の取

締役会において、資金運用

方針の変更により有価証券

の短期的な売買（トレー

ディング取引）を行わない

ことを決議したことに伴 

 

時価のないもの 

同左 
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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 投資事業組合出資金等の会

計処理 

   投資事業組合を当社及び連

結子会社が管理運用する場

合は、当該組合の最近の財

産及び損益の状況に基づい

て、組合の資産・負債・収

益・費用を連結会社の持分

割合に応じて計上し、他社

が管理運用する場合は、当

該組合の純資産及び純損益

を連結会社の持分割合に応

じて計上しております。 

い、従来、売買目的有価証
券として保有しておりまし
た株式1,022,730千円につい
て当中間会計期間末より保
有目的を変更し、その他有
価証券としております。当
該保有目的の変更の結果、
有価証券（流動資産）が
1,022,730千円減少し、営業
投資有価証券（流動資産）
が同額増加しております。 

 ④ 投資事業組合出資金等の会計

処理 

投資事業組合等を当社及び

関係会社が管理・運営する

場合は、当該組合等の最近

の財産及び損益の状況に基

づいて、組合等の資産・負

債・収益・費用を当社の持

分割合に応じて計上し、他

社が管理・運営する場合

は、当該組合等の純資産及

び純損益を当社の持分割合

に応じて計上しておりま

す。 

なお、関係会社が管理・運

営する投資事業組合に対す

る出資のうち、関係会社の

持分割合が過半数を超える

投資事業組合が１ファンド

ございましたが、当中間会

計期間において解散いたし

ました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ④ 投資事業組合出資金等の会

計処理 

   投資事業組合等を当社及び

関係会社が管理・運営する

場合は、当該組合等の最近

の財産及び損益の状況に基

づいて、組合等の資産・負

債・収益・費用を当社の持

分割合に応じて計上し、他

社が管理・運営する場合

は、当該組合等の純資産及

び純損益を当社の持分割合

に応じて計上しておりま

す。 

２ 固定資産の減価償却方法 

(１) 有形固定資産 

  建物(建物付属設備を含む) 

     定額法 

  その他の有形固定資産 

     定率法 

(２) 無形固定資産 

     定額法 

  なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。 

２ 固定資産の減価償却方法 

(１) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

(２) 無形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却方法 

(１) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

(２) 無形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 

(１) 社債発行費 

商法施行規則の規定する最長

期間(３年間)にわたり均等償

却しております。 

３ 繰延資産の処理方法 

――― 

３ 繰延資産の処理方法 

――― 

(２) 新株発行費 

商法施行規則の規定する最長

期間(３年間)にわたり均等償

却しております。 

(２) 新株発行費 

会社計算規則の規定する最長

期間(３年間)にわたり均等償

却しております。 

 

(２) 新株発行費 

商法施行規則の規定する最長

期間(３年間)にわたり均等償

却しております。 
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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 引当金の計上基準 
(１) 貸倒引当金 
 債権の貸倒れによる損失に
備えるため、一般債権につい
ては貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権につい
ては個々の債権の回収の可能
性を検討して、回収不能見込
額を合わせて計上しておりま
す。 

４ 引当金の計上基準  
(１) 貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 
(１) 貸倒引当金 

同左 

５ その他中間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。 

５ その他中間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 
同左 

５ その他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 
同左 

(２) 連結納税制度の適用 
連結納税制度を適用しており
ます。 
 

(２) 連結納税制度の適用 
同左 

(２) 連結納税制度の適用 
同左 
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(会計方針の変更) 

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) 

前事業年度 
(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））及び「固定資産の
減損に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成15年10
月31日 企業会計基準適用指針第６
号）を適用しております。 
 これによる損益に与える影響は
ありません。 
 
（貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等） 
当中間会計期間から「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 
平成17年12月９日企業会計基準第
５号）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」（企業会計基準委員会 
平成17年12月９日企業会計基準適
用指針第８号）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。 

 なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は12,023,871千

円であります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

る中間貸借対照表の表示に関する

変更は以下のとおりであります。 

１ 前中間会計期間における「資本

の部」は、当中間会計期間から

「純資産の部」となり、｢純資

産の部｣は「株主資本」、「評

価・換算差額等」及び「新株予

約権」に分類して表示しており

ます。 

２ 前中間会計期間において独立掲

記しておりました「資本金」、

「資本剰余金」及び「利益剰余

金」は、当中間会計期間におい

ては「株主資本」の内訳科目と

して表示しております。 

３ 前中間会計期間において「利益

剰余金」の内訳科目として表示

しておりました「任意積立金」

は、当中間会計期間から「その

他利益剰余金」の内訳科目とし

て表示しております。なお、本

改正により従来の「任意積立

金」の区分は廃止されておりま

す。 

――― 
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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 前中間会計期間において「利益

剰余金」の内訳科目として表示

しておりました「中間未処分利

益」は、当中間会計期間から

「その他利益剰余金」の内訳科

目である「繰越利益剰余金」と

して表示しております。 

５ 前中間会計期間において「利益

剰余金」の次に表示しておりま

した「その他有価証券評価差額

金」は、当中間会計期間から

「評価・換算差額等」の内訳科

目として表示しております。 

６ 前中間会計期間において「負債

の部」に表示しておりました

「新株予約権」は、当中間会計

期間から「純資産の部」の内訳

として独立掲記しております。 

 
（企業結合に係る会計基準等） 
 当中間会計期間から「企業結合
に係る会計基準」（企業会計審議
会 平成15年10月31日）及び「事
業分離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７号）並び
に「企業結合会計基準及び事業分
離会計基準に関する適用指針」
（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10号）を適用しております。 
 
（自己株式及び準備金の額の減少
等に関する会計基準等の一部改
正） 
当中間会計期間から、改正後の
「自己株式及び準備金の額の減少
等に関する会計基準」（企業会計
基準委員会 最終改正平成18年８
月11日 企業会計基準第１号）及
び「自己株式及び準備金の額の減
少等に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準委員会 最終
改正平成18年８月11日 企業会計
基準適用指針第２号）を適用して
おります。 
なお、中間財務諸表等規則の改
正による中間貸借対照表の表示に
関する変更は以下のとおりであり
ます。 
前中間会計期間において資本に
対する控除項目として「資本の
部」の末尾に表示しておりました
「自己株式」は、当中間会計期間
から「株主資本」に対する控除項
目として「株主資本」の末尾に表
示しております。 
 

――― 
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(表示方法の変更) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年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) 

――― 

 

(中間貸借対照表)  

１ 前中間会計期間まで区分掲記しておりました

「長期差入保証金」(当中間会計期間62,963千円)につ

いては、資産総額の100分の５以下となったため、投資

その他の資産の「その他」として表示しております。 

 

 

 (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) 

１ 役員退職慰労引当金 

 従来、当社は、役員退職慰労引当

金を「役員退職慰労引当金規定」に

基づき必要額を計上しておりました

が、「役員退職慰労引当金規定」の

廃止に伴い、当中間会計期間中支給

後の役員退職慰労引当金残高1,000

千円を全額取り崩し、戻入益を営業

外収益「その他」に計上しておりま

す。 

 

――― １ 役員退職慰労引当金  

従来、当社は、役員退職慰労引当

金を「役員退職慰労金規定」に基づ

き必要額を計上しておりましたが、

「役員退職慰労金規定」の廃止に伴

い、当期支給後の役員退職慰労引当

金残高1,000千円を全額取崩し、戻

入益を営業外収益「その他」に計上

しております。 

２ 法人事業税における外形標準課

税部分の中間損益計算書上の表示 

 実務指針対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 

平成16年２月13日）が公表されたこ

とに伴い、当中間会計期間から同実

務指針報告に基づき、法人事業税の

付加価値割及び資本割7,700千円を

販売費及び一般管理費として処理し

ております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が7,700千円増加し、営業損失、経

常損失及び税引前中間純損失が同額

増加しております。 

 ２ 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 

 実務指針対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 

平成16年２月13日）が公表されたこ

とに伴い、当期から同実務報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及び

資本割28,701千円を営業費用として

処理しております。 

 この結果、営業費用が28,701千円

増加し、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が同額減少しており

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 

23,719千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,641千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

5,497千円 

   

 

(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 営業収益には、売買目的有価

証券運用益が93,814千円（う

ち評価益50,550千円）含まれ

ております。 

※１ 営業費用には、売買目的有価 

  証券運用損207,813千円（うち

評価損207,813千円）が含まれ

ております。 

※１ 営業収益には、売買目的有価

証券運用益519,930千円（う

ち評価益279,497千円）が含

まれております。 

※２ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,221千円

無形固定資産 672千円
 

※２ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,052千円

無形固定資産 1,330千円

 
 

※２ 減価償却実施額 

有形固定資産 4,224千円

無形固定資産 1,657千円
 

※３ 営業外収益の主要項目 

受取利息 10,273千円

保証金利息 4,432千円
 

※３ 営業外収益の主要項目 

受取利息 16,719千円

為替差益 2,279千円

 
 

※３ 営業外収益の主要項目 

受取利息 27,360千円

保証金利息 8,138千円
 

※４ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 
償却 

5,224千円

消費税等差額 2,215千円

為替差損 1,244千円
 

※４ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 
償却 

25,598千円

 

※４ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 
償却 

50,712千円

消費税等差額 17,251千円
 

※５ 特別利益の主要項目 

   固定資産売却益 

会員権売却益 2,142千円

 

――― 

 

※５ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 

会員権売却益 2,142千円

関係会社株式
売却益 

684,000千円

 
※６ 特別損失の主要項目 

   固定資産評価損 

電話加入権 8,681千円

 

※ ６ 特別損失の主要項目 

関係会社再編損失 

 18,355千円

 

事業所移転損失 

東京本社移転
費用 

31,758千円

 

※６ 特別損失の主要項目 

   固定資産評価損 

電話加入権 8,681千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 1,506,528  900 492,075 1,015,353 

（注）１．当中間会計期間における増加理由は、単元未満株式の買取りによるものです。 

   ２．当中間会計期間における減少理由は、㈱ジャクスタポーズとの株式交換によるものです。 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成17年８月３１日） 

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） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 中間貸借対照表計上額 

（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

 

子会社株式 7,013,933 5,277,757 △1,736,176 

計 7,013,933 5,277,757 △1,736,176 

 

前事業年度（平成１８年２月２８日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 貸借対照表計上額 

（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

 

子会社株式 

関連会社株式 

2,856,442 

3,922,261 

7,983,898 

3,619,200 

5,127,455 

△303,061 

計 6,778,703 11,603,098 4,824,394 

 

（１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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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) 

１ 第三者割当による新株予約権 
  平成17年８月29日開催の取締役
会において、商法第280条ノ20
の規定に基づく新株予約権の発
行を決議し、平成17年９月27日
に下記のとおり発行しておりま
す。 

 
 (1) 新株予約権の発行数 
   4,500個 
 (2) 新株予約権割当の対象者 
 Finet  Group Limited     500個 
 株式会社アーティストハウス 

500個 
 株式会社アルファ・ 
 インベストメント         500個 
 ストラテジックキャピタル 
 パートナーズ株式会社   500個 
 ドリーム・アセット・ 
 マネジメント株式会社    500個 
 株式会社ケイシュウ 
 キャピタル               500個 
 有限会社東西コンサル 
 ティング                 500個 
 ファースト・パートナーズ 
 ・グループ株式会社      500個 
 平山達大         500個 
 (3) 新株予約権発行の要領 
  ① 新株予約権の目的となる株

式の種類及び数 
当社普通株式4,500,000株
(新株予約権１個につき
1,000株)。 

    なお、新株予約権発行後、
行使価額の調整が行われた
場合、次の算式により目的
となる株式数を調整するも
のとする。ただし、かかる
調整は本新株予約権のう
ち、当該時点で権利行使さ
れていない新株予約権の目
的となる株式の数について
のみ行われ、調整による１
株未満の端数は切り捨てる
ものとする。 

調整前払込金額 調整後

株式数
＝
調整前

株式数
× 
調整後払込金額 

  ② 新株予約権の発行価額 
    総額27,000,000円(１個当

たり6,000円。本新株予約
権の目的たる株式１株当た
り６円) 

  ③ 新株予約権の行使に際して
払込をすべき金額 
新株予約権１個につき
223,000円。(１株につき
223円) 

 
 

１ 同興紡績株式会社の第三者割当
増資引受 
当社は平成18年９月19日開催
の取締役会において、連結子
会社である同興紡績株式会社
（以下「同興紡績」）が行う
第三者割当増資を引受けるこ
とを決議いたしました。 
 

(1) 第三者割当増資引受の目的 
同興紡績は不動産事業の総合的

な展開とＭ＆Ａを含む積極的な

不動産事業投資を推進する方針

であります。当該経営戦略を財

務面より支援するため、当社は

同興紡績の株式を追加取得する

ことにより、同興紡績の不動産

事業を機軸とする事業展開を積

極的に支援し、アポログループ

全体としての企業価値の向上を

目的としております。 

(2) 第三者割当増資の概要 

① 内容 

 同興紡績が行う第三者割当

増資によって発行する普通

株式10,000千株のうち、

1,000千株を取得いたしま

す。 

（割当先） 

田中大輔 7,500千株 
当社   1,000千株 
その他  1,500千株 

② 当社払込金額 

 200,000千円 

③ 払込期日 

 平成18年10月31日 

 
(3) 増資後の当社持分比率 
40.65％ 
平成18年11月22日開催予
定の同興紡績の臨時株主総
会において当社取締役およ
び使用人の計４名が同社の
取締役に選任される予定で
あります。その結果、同社
の取締役会の過半数を当社
の取締役が占めることとな
り、同社は引き続き当社の
連結子会社としての位置づ
けを維持することとなりま
す。 

 

１ 株式譲渡及び簡易株式交換によ
る株式会社ジャクスタポーズの
完全子会社化 
当社は、平成18年５月12日開催
の当社取締役会において、株式
会社ジャクスタポーズの発行済
株式200株のうち、65株を平成
18年5月19日付で譲り受け、残
余の株式135株を平成18年7月1
日付で簡易株式交換によって取
得することにより、同社を完全
子会社化することを決議し、株
式譲渡契約書及び株式交換契約
書を締結いたしました。 
 
(1) 完全子会社化の目的 
連結子会社である株式会社エル
メ・リィーテイル（現 株式会
社エルメ）の服飾リーテイル部
門を服飾・宝飾の総合ファッ
ション事業へと変革し、当社グ
ループ全体の企業価値を高める
ことを目的としております。 
(2)株式譲渡の内容 
① 株式譲渡の内容 
譲渡人：株式会社ジャクスタ

ポーズ個人株主 
取得する株式の種類： 

普通株式 
取得する株式の総数：65株 

② 株式譲渡の日程 

平成18年
5月12日 

当社取締役会決議 

平成18年
5月12日 

株式会社ジャクスタ
ポーズ取締役会決
議 

平成18年
5月12日 

株式譲渡契約書の
締結 

平成18年
5月19日 

株式取得 

(3) 株式交換の内容 

① 株式交換の相手会社の名称
等 

名称 株式会社ジャクス
タポーズ 

代表者 代表取締役社長 
松浦 清 

本店の
所在地 

東京都港区芝公園
三丁目６番22号 

資本金 10,000千円（平成
17年 8月 31日現
在） 

事業の
内容 

宝石・貴金属の販
売、紳士・婦人用
舶来用品雑貨の販
売 
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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) 

    なお、新株予約権発行後、
当社が株式分割または株式
併合を行う場合は、次の算
式により１株当たりの払い
込み金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数
は切り上げる。 

1 
 調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

× 株式分割・株式併
合の比率 

本新株予約権発行後、当社
が時価を下回る価額で新株
の発行または自己株式の処
分(新株予約権の行使によ
り新株式を発行する場合を
除く。)をするときは、次
の算式により１株当たりの
払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数
は切り上げる。 
なお、次の算式において
「既発行株式数」とは、当
社の発行済株式数から当社
の保有する自己株式数を控
除した株式をいうものと
し、自己株式を処分する場
合には「新規発行株式数」
を「処分する自己株式数」
に読み替えるものとする。 

    
新規発行
株式数 

×
１株当たり
払込金額 既発行

株式数
＋ 

新規発行前の時価 
調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
既発行 
株式数 

＋
新規発行 
株式数 

    また、当社が資本の減少、
合併、会社分割を行う場
合、または当社が他社と株
式交換を行い完全親会社に
なる場合など、１株当たり
の払込金額の調整を必要と
する止むを得ない事由が生
じたときは、資本の減少、
合併、会社分割または株式
交換等の条件等を勘案の
上、当社が合理的な範囲で
１株当たりの払込金額を調
整するものとする。 

  ④ 新株予約権を行使すること
ができる期間 

    平成17年10月３日から平成
19年10月２日まで。 

    ただし、行使期間の最終日
が会社の休日に当たるとき
は、その前営業日を最終日
とする。 

  ⑤ 新株予約権の行使の条件 
    １個の新株予約権につき、

一部行使は出来ないものと
する。 

 
 
 
 
 

２  自己株式の取得について 
（会社法第165条第2項の規定に
よる定款の定めに基づく自己株
式の取得） 
当社は、平成18年10月２日開催

の取締役会において、会社法第

165条第3項の規定により読み替

えて適用される同法第156条の

規定に基づき、自己株式を取得

することを決議いたしました。 

 
(1) 自己株取得を行う理由 
１株当たりの株主価値の向上を
図るため。 
 

(2)取得の内容 
① 取得する株式の種類 

 当社普通株式 

② 取得する株式の総数 

 200万株（上限） 

③ 株式の取得価額の総額 

 ２億５千万円（上限） 

④ 自己株式取得の日程 

 平成18年10月3日から平成

18年12月29日 

   
 

②株式交換の日程 

平成18年

5月12日 

当社取締役会決議 

平成18年

5月12日 

株式会社ジャクスタ

ポーズ取締役会決

議 

平成18年

5月12日 

株式交換契約書の

締結 

平成18年

6月９日

（予定） 

株式交換に関する

株主に対する公告 

平成18年

7月１日

（予定） 

株式交換期日 

(注) 当社は、会社法第 796条第

３項の規定に基づき、株主総

会の決議を必要としない簡易

株式交換の手続きにより株式

交換を行います。 

③ 株式交換比率 

株式会社ジャクスタポーズ

の株式 1株に対し、当社株

式3,645株を割当てます。 

④ 株式会社ジャクスタポーズ

の最近事業年度における業

績の動向 

決算期 

平成 

15年 

8月期 

平成 

16年 

8月期 

平成 

17年 

8月期 

売上高 

（百万円）
114 189 200 

営業利益 

（百万円）
― 21 6 

経常利益 

（百万円）
― 19 3 

当期純利 

益 

（百万円）

1 8 1 

１株当り 

当期純利 

益 (円) 

9,790 

円 

40,819 

円 

8,206 

円 

１株当り 

年間配当 

金 

― ― ― 

１株当り 

株主資本 

（円） 

328,322 369,142 377,348 
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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) 

  ⑥ 新株予約権の消却事由及び
条件 

    当社が、合併により消滅会
社となる場合、合併効力発
生日以前に新株予約権を無
償で消却する。 

  ⑦ 新株予約権の譲渡制限 
    新株予約権の譲渡について

は、当社取締役会の承認を
要するものとする。 

 
２ 株式会社オーエー・システム・
プラザの株式の追加取得につい
て 
平成17年10月24日開催の取締
役会において、株式会社オー
エー・システム・プラザ（以
下、ＯＡシステムプラザ）の
第三者割当増資および新株予
約権を引き受けることを決議
いたしました。 
 

(1) 経営権取得の目的 
当社グループの主要なメンバー
の一員としてグループ内各社及
び協力関係にある他の会社との
協働関係を構築し、さらなる飛
躍を目指し、パソコンやOA機器
その他周辺機器などの販売事業
の維持そして強化成長のため
に、アポログループのネット
ワークを使い、マーケットの拡
大を図ってまいります。 

(2) ＯＡシステムプラザの概要 
所在地 ：名古屋市中区大井町

３番20号 
資本金 ：2,013百万円 
主な事業：パソコン、コン

ピューターソフト、
その他周辺機器の販
売 

売上高 ：5,366百万円 

（平成17年３月期） 

(3) 本件の概要 
①  第三者割当増資引受の内容 
引受株式数： 
普通株式6,000,000株 
引受価額： 
１株につき 金340円 
引受価額の総額： 
2,040百万円 
申込期日： 
平成18年１月30日 
払込期日： 
平成18年１月31日 
注）平成17年12月21日開催
予定のＯＡシステムプラザ
臨時株主総会の決議により
効力発生 

② 新株予約権引受の内容 
新株予約権の名称 ：株式
会社オーエー・システム・
プラザ 第４回新株予約権
（第三者割当） 

――― (2) 株式会社ジャレコとの資本・

業務提携契約 

当社は、平成 18年５月 12日

開催の当社取締役会におい

て、株式会社ジャレコと投資

事業における資本・業務提携

を行うことを決議し、同日資

本・業務提携の包括的基本契

約である「基本合意書」を締

結いたしました。 

①資本・業務提携の目的 

投資案件の相互斡旋や情報交

換を通じて、互いの投資業務

を支援補完し、もって互いの

投資事業において相乗効果を

得ることを目的としておりま

す。 

②相手会社の概要 

名称 株式会社ジャレコ 
代表者 代表取締役社長 

倉田 暁之 
本店の
所在地 

東京都港区六本木
一丁目９番９号 

資本金 4,133,00千円 
（平成18年４月30
日現在） 

事業の
内容 

ゲーム事業、不動
産事業、投資事業 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

新株予約権の目的たる株式
の種類及び数 ：株式会社
オーエー・システム・プラ
ザ 普通株式7,300,000株 
発行する新株予約権の
数 ：7,300個（新株予約
権１個当たりの目的となる
普通株式1,000株） 
新株予約権の発行価額 ：
１個当たり7,000円（１株
当たり７円） 
新株予約権の発行総額 ：
51,100,000円 
新株予約権の申込期日 ：
平成18年１月30日 
新株予約権の払込期日 ：
平成18年１月31日 
新株予約権の権利行使金
額 ：１個当たり350,000
円（１株当たり350円） 
新株予約権の権利行使期
間 ：平成18年５月１日か
ら平成23年４月30日まで 
注）平成17年12月21日開催
予定のＯＡシステムプラザ
臨時株主総会の決議により
効力発生 

(4) 取得株式数及び取得前後の所有
株式の状況 
① 異動前の所有株式数：
6,940,000株（所有割合
20.47％、議決権の数
6,940個） 

② 取得株式数：6,000,000株
（議決権の数6,000個） 

③ 異動後の所有株式数：
12,940,000株（所有割合
32.42％ 、 議 決 権 の 数
12,940個） 

 
３  同興紡績株式会社の株式の追加
取得について 
平成17年10月20日開催の取締役
会において、同興紡績株式会社
（以下「同興紡績」という。）
の実施する第三者割当増資およ
び新株予約権を引き受けること
を決議いたしました。 
 

(1) 第三者割当増資引受の背景及
び理由 
同興紡績は、繊維事業部門に
おいて長い歴史と実績があ
り、また、不動産運用等によ
り安定した収益基盤を確立し
ております。さらに、社内カ
ンパニー制度により、昭和57
年にシステム部門（呼称“愛
北システムズ”）を立ち上
げ、非繊維部門においても多
数の優良クライアントを有し
ております。当社では、同社
のこれらの特徴に注目し、平
成17年6月、同社の株式の 

――― ――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

12.51％（1,351,000株）を取得
しておりますが、この度、同社
の第三者割当増資を引き受ける
ことにより、アポログループの
主要なメンバーの一員となり、
すでに子会社となっている、あ
るいは協力関係にある他の会社
との協働体制を構築し、さらに
大きな飛躍を目指すこととなり
ます。 

(2) 同興紡績の概要 
所在地  ：愛知県丹羽郡大口町

大字小口字野田野東
16番地の3 

資本金  ：540百万円 
主な事業：繊維事業、システム

事業、不動産賃貸事
業 

売上高  ：3,454百万円 
（平成17年３月期） 

(3) 本件の概要 
① 第三者割当増資引受の内容 
引受株式数：普通株式
12,000,000株 
引受価額：１株につき 金
210円 
引受価額の総額：2,520百
万円 
申込期日：平成18年１月26
日 
払込期日：平成18年１月27
日 
注）平成17年12月21日開催
予定の同興紡績臨時株主総
会の決議により効力発生 

② 新株予約権引受の内容 
新株予約権の名称：同興紡
績株式会社 第1回新株予
約権 
新株予約権の目的たる株式
の種類及び数： 
同興紡績株式会社 
普通株式3,000,000株 
発行する新株予約権の数：
3,000個（新株予約権１個
当たりの目的となる普通株
式1,000株） 
新株予約権の発行価額：無
償 
新株予約権の権利行使金
額：１個当たり210,000円
（１株当たり210円） 
新株予約権の権利行使期

間：平成18年４月27日から

平成27年４月26日まで 

注）平成17年12月22日開催

予定の同興紡績臨時株主総 
会の決議により効力発生 

(4) 取得株式数及び取得前後の所
有株式の状況 
①異動前の所有株式数：
1,351,000株（所有割合
12,51％、議決権の数1,351
個） 

 

――― ――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

②取得株式数：12,000,000株
（議決権の数12,000個） 

③異動後の所有株式数：
13,351,000株（所有割合
52.77％ 、 議 決 権 の 数
13,351個） 

 
４ 株主割当による新株予約権の無
償発行 

  平成17年７月22日開催の取締役
会において、商法第280条ノ20
の規定に基づく新株予約権の発
行を決議し、平成17年８月31日
最終の株主名簿および実質株主
名簿に記載または記録された株
主を対象に、各株主の所有株式
5,000株につき１個の新株予約
権の引受権を割当て(１個に満
たない本新株予約権は切り捨て
とする。)、申し込み期間内に
申し込みがあった者に対して、
平成17年11月15日に下記の通り
発行する予定であります。 

 
 (1) 新株予約権の発行数 
   24,000個 
 (2) 新株予約権割当の対象者 
   株主数2,916名 
 (3) 新株予約権発行の要領 
  ① 新株予約権の目的となる株

式の種類及び数 
    当社普通株式24,000,000株

(新株予約権１個につき
1,000株)。 
なお、新株予約権発行後、
行使価額の調整が行われた
場合、次の算式により目的
となる株式数を調整するも
のとする。ただし、かかる
調整は本新株予約権のう
ち、当該時点で権利行使さ
れていない新株予約権の目
的となる株式の数について
のみ行われ、調整による１
株未満の端数は切り捨てる
ものとする。 

調整前払込金額 調整後

株式数
＝
調整前

株式数
× 
調整後払込金額 

  ② 新株予約権の発行価額 
無償で発行するものとす
る。 

  ③ 新株予約権の行使に際して
払込をすべき金額 
新株予約権１個につき
195,000円。(１株につき
195円) 
なお、新株予約権発行後、
当社が株式分割または株式
併合を行う場合は、次の算
式により１株当たりの払い
込み金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数
は切り上げる。 

1 
 調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

× 株式分割・株式併
合の比率 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

本新株予約権発行後、当社
が時価を下回る価額で新株
の発行または自己株式の処
分(新株予約権の行使によ
り新株式を発行する場合を
除く。)をするときは、次
の算式により１株当たりの
払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数
は切り上げる。 
なお、次の算式において
「既発行株式数」とは、当
社の発行済株式数から当社
の保有する自己株式数を控
除した株式をいうものと
し、自己株式を処分する場
合には「新規発行株式数」
を「処分する自己株式数」
に読み替えるものとする。 

    
新規発行
株式数 

×
１株当たり
払込金額 既発行

株式数
＋ 

新規発行前の時価 
調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
既発行 
株式数 

＋
新規発行 
株式数 

また、当社が資本の減
少、合併、会社分割を行
う場合、または当社が他
社と株式交換を行い完全
親会社になる場合など、
１株当たりの払込金額の
調整を必要とする止むを
得ない事由が生じたとき
は、資本の減少、合併、
会社分割または株式交換
等の条件等を勘案の上、
当社が合理的な範囲で１
株当たりの払込金額を調
整するものとする。 

④ 新株予約権を行使するこ
とができる期間 

平成17年12月14日から平

成18年２月15日まで。 

⑤ 新株予約権の行使の条件 
各新株予約権は、行使期

間中に一度限り行われる

ものとする。 
各新株予約権の行使にあ
たっては、行使権利者の任
意により全部または一部の
みを行使できるものとする
が、一部のみを行使した場
合には、行使しなかった新
株予約権についてはその権
利を放棄したものとみな
す。 
 

――― 
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（2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 


