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上場会社名 プリヴェ企業投資ホールディングス株式会社 上場取引所  東
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代　　表　　者　役職名  代表取締役社長 氏名　松村　謙三

問合せ先責任者　役職名  取締役 氏名　辻    一馬 ＴＥＬ　　（03）5521－1151（代表）

決算取締役会開催日 平成18年11月10日 配当支払開始日 ―

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）   

１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 3,668 557.6 2,364 748.3 2,243 771.6

17年９月中間期 557 482.7 278 ― 257 ―

18年３月期 1,645 797 692

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 2,242 719.7 4 63

17年９月中間期 273 ― 0 62

18年３月期 687 1 23

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 483,919,753株 17年９月中間期 440,046,988株 18年３月期 461,558,878株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 84,649 35,571 42.0 73 51

17年９月中間期 34,279 33,208 96.9 69 07

18年３月期 59,338 33,933 57.2 69 87

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 483,919,209株 17年９月中間期 480,820,812株 18年３月期 483,920,759株

②期末自己株式数 18年９月中間期 17,074株 17年９月中間期 15,471株 18年３月期 15,524株

２．配当状況

 ・現金配当

 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 ― 1.00 1.00

19年３月期（実績） ― ―
未定

19年３月期（予想） ― 未定

 

当社は持株会社であることから、業績は主に子会社からの経営指導料収入および受取配当金により変動いたしますが、

子会社における上場株式等投資事業、ファンド事業および企業再生関連投資事業の業績は相場環境、契約締結時期等の

影響を受けざるを得ない状況にあり、業績予想および配当予想を行なうことが困難であります。このため、業績予想の

記載は行なっておらず、配当予想は未定としております。

　なお、業績予想の修正等に関する事項につきましては、前事業年度および前中間会計期間の実績と比較して行ないま

す。
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６．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９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31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  1,489,120   8,133,495   5,814,019   

２　未収入金  31,243   3,091,530   248,587   

３　繰延税金資産  22,057   ―   ―   

４　短期貸付金  1,440,000   5,070,000   3,140,000   

５　その他  61,990   381,880   266,129   

流動資産合計   3,044,412 8.9  16,676,906 19.7  9,468,736 16.0

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1)建物附属設備  ―   19,203   2,243   

(2)車両運搬具  ―   56,991   ―   

(3)器具備品  ―   26,677   4,131   

計  ―   102,872   6,374   

２　無形固定資産           

(1)ソフトウェア  ―   7,219   7,055   

(2)商標権  ―   82   ―   

計  ―   7,302   7,055   

３　投資その他の資産           

(1)長期貸付金  29,274,168   ―   ―   

(2)関係会社長期
貸付金

 ―   64,310,000   47,374,168   

(3)関係会社株式  1,817,213   3,234,853   2,117,213   

(4)その他  ―   226,432   245,372   

計  31,091,381   67,771,285   49,736,753   

固定資産合計   31,091,381 90.7  67,881,460 80.2  49,750,183 83.8

Ⅲ　繰延資産   143,277 0.4  91,085 0.1  119,625 0.2

資産合計   34,279,071 100.0  84,649,452 100.0  59,338,545 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　短期借入金  1,000,000   8,730,000   6,500,000   

２　受入担保金  ―   34,106,699   15,722,680   

３　賞与引当金  18,270   ―   14,596   

４　その他  ※４ 51,985   240,969   168,156   

流動負債合計   1,070,256 3.1  43,077,669 50.9  22,405,433 37.8

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  ―   1,500,000   1,500,000   

２　関係会社長期借入金  ―   4,500,000   1,500,000   

固定負債合計   ― ―  6,000,000 7.1  3,000,000 5.0

負債合計   1,070,256 3.1  49,077,669 58.0  25,405,433 42.8
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31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   16,708,692 48.7  ― ―  16,863,692 28.4

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  16,172,520   ―   16,327,520   

２　その他資本剰余金  39,088   ―   39,088   

資本剰余金合計   16,211,609 47.3  ― ―  16,366,609 27.6

Ⅲ　利益剰余金           

中間（当期）未処分
利益

 294,118   ―   708,433   

利益剰余金合計   294,118 0.9  ― ―  708,433 1.2

Ⅵ　自己株式   △5,605 △0.0  ― ―  △5,623 △0.0

資本合計   33,208,815 96.9  ― ―  33,933,112 57.2

負債・資本合計   34,279,071 100.0  ― ―  59,338,545 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １　資本金   ― ―  16,863,692 19.9  ― ―

  ２　資本剰余金           

（1）資本準備金  ―   16,327,520   ―   

（2）その他資本剰余金  ―   39,088   ―   

資本剰余金合計   ― ―  16,366,609 19.3  ― ―

　３　利益剰余金   ― ―  2,347,398 2.8  ― ―

  ４　自己株式   ― ―  △5,917 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ―  35,571,783 42.0  ― ―

純資産合計   ― ―  35,571,783 42.0  ― ―

負債純資産合計   ― ―  84,649,452 100.0  ― ―
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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           

１　経営指導料収入  140,000   148,255   287,874   

２　受取配当金  300,000   3,000,000   1,000,000   

３　受取利息  117,824   ―   ―   

４　金融収益  ― 557,824 100.0 520,240 3,668,496 100.0 357,493 1,645,367 100.0

Ⅱ　営業費用           

１　金融費用  ―   209,629   7,356   

２　一般管理費  279,144 279,144 50.0 1,094,841 1,304,471 35.6 840,934 848,290 51.6

営業利益   278,679 50.0  2,364,025 64.4  797,076 48.4

Ⅲ　営業外収益 ※２  248 0.0  4,917 0.1  16,827 1.1

Ⅳ　営業外費用           

１　創立費償却  743   743   1,487   

２　開業費償却  3,630   3,630   7,260   

３　新株発行費償却  16,800   ―   51,064   

４　株式交付費償却  ―   25,805   ―   

５　支払利息  350   77,843   20,684   

６　支払手数料  ―   17,429   17,876   

７　その他  ― 21,524 3.9 ― 125,452 3.4 23,065 121,439 7.4

経常利益   257,403 46.1  2,243,490 61.1  692,464 42.1

Ⅴ　特別利益   ― ―  ― ―  ― ―

Ⅵ　特別損失   ― ―  ― ―  ― ―

税引前中間
（当期）純利益

  257,403 46.1  2,243,490 61.1  692,464 42.1

法人税、住民税
及び事業税

 2,521   605   1,210   

法人税等調整額  △18,738 △16,216 △2.9 ― 605 0.0 3,319 4,529 0.3

中間（当期）
純利益

  273,619 49.0  2,242,885 61.1  687,935 41.8

前期繰越利益   20,498   ―   20,498  

中間（当期）
未処分利益

  294,118   ―   708,433  
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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４月１日　至　平成18年９月30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

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

                     （千円）
16,863,692 16,327,520 39,088 16,366,609 708,433 708,433 △5,623 33,933,112

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △483,920 △483,920  △483,920

役員賞与（注）         △120,000 △120,000  △120,000

中間純利益            2,242,885 2,242,885  2,242,885

自己株式の取得         △294 △294

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
        

中間会計期間中の変動額合計

                     （千円)
― ― ― ― 1,638,964 1,638,964 △294 1,638,670

平成18年９月30日　残高

                     （千円)
16,863,692 16,327,520 39,088 16,366,609 2,347,398 2,347,398 △5,917 35,571,783

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

会計処理基準に関する事項 会計処理基準に関する事項 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準および評価方法

(イ）有価証券

子会社株式および関連会社株式

…移動平均法による原価法

①　重要な資産の評価基準および評価方法

(イ）有価証券

同左

①　重要な資産の評価基準および評価方法

(イ）有価証券

同左

(ロ）

―――――

(ロ）デリバティブ

 時価法

(ロ）

―――――

②　　　　　

―――――

②　固定資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産

　定率法によっております。

（耐用年数）

建物附属設備　　15年

車両運搬具      ５年

器具備品　　　　４年

②　固定資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産

　定率法によっております。

（耐用年数）

建物附属設備　　15年

器具備品　　　　４年

 (ロ）無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）

　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。

(ロ）無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）

　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。

③　重要な引当金の計上基準

(イ）賞与引当金

従業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計上し

ております。

③　重要な引当金の計上基準

(イ）

――――― 

③　重要な引当金の計上基準

(イ）賞与引当金

従業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計上し

ております。

④　その他中間財務諸表作成のための重要な事

項

(イ）消費税等の処理方法

　税抜方式によっております。

④　その他中間財務諸表作成のための重要な事

項

(イ）消費税等の処理方法

同左

④　その他財務諸表作成のための重要な事項

 

(イ）消費税等の処理方法

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間より、「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（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

る損益に与える影響はありません。

――――― （繰延資産の処理方法）

当中間会計期間より、「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委

員会　平成18年８月11日実務対応報告第19

号）を適用しております。それに伴い従来の

「新株発行費償却」は「株式交付費償却」と

して記載しております。

―――――

――――― （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)および

「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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は35,571,783千円であります。

　なお、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、中間財務

諸表等規則の改正にともない、改正後の中

間財務諸表等規則により作成しております。

―――――

 

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

――――― （中間損益計算書関係） 

前中間会計期間において、「受取利息」として掲記されていたもの

は、当中間会計期間から「金融収益」として表示しております。
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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９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１

―――――

※１　有形固定資産の減価償却累計額は18,591

千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は422千

円であります。

　２

―――――

２　差入れを受けた有価証券の時価

消費貸借契約に基づき借入れた有価証

券

 54,778,585千円

 

上記のうち、担保等として差入をした

有価証券の時価　

現金担保付株式貸借取引により差入

れた有価証券

24,832,382千円

有価証券店頭指数等スワップ取引の

担保として差入れた有価証券

23,026,575千円

短期借入の担保として差入れた有価

証券

3,663,800千円

　　関係会社の担保提供として差入れた有

価証券

2,523,140千円

２　差入れを受けた有価証券の時価

消費貸借契約に基づき借入れた有価証

券

 37,741,522千円

 

上記のうち、担保等として差入をした

有価証券の時価　

現金担保付株式貸借取引により差入

れた有価証券

22,578,100千円

短期借入の担保として差入れた有価

証券

3,410,400千円

　　関係会社の担保提供として差入れた有

価証券

11,753,022千円

３　

―――――

３　偶発債務

次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行なっておりま

す。

保証先
金額

（千円）
内容

プリヴェ

企業投資㈱ 
1,347,500

金融機関か

らの借入に

対する保証 

神田通信工業㈱ 1,000,000

銀行保証私

募債に対す

る保証 

計 2,347,500 ―

３　偶発債務

次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行なっておりま

す。

保証先
金額

（千円）
内容

ＰＺ運輸㈱ 1,900,000

金融機関から

の借入に対す

る保証 

神田通信工業㈱ 1,000,000

銀行保証私募

債に対する保

証 

計 2,900,000 ―

※４　消費税等の取扱い 

仮払消費税等および仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示しており

ます。

※４　消費税等の取扱い 

仮払消費税等および仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示しており

ます。

※４

―――――
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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４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１

―――――

１　減価償却実施額

有形固定資産 18,169千円

無形固定資産 763千円

１

―――――

 ※２

―――――

 ※２

―――――

※２　証券取引法第164条第１項に基づく利益

16,267千円が含まれております。

 

（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４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　（注） 15,524 1,550 ― 17,074

合計 15,524 1,550 ― 17,074

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,550株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 

 

 

①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社は、リース取引がないため、該当事項は

ありません。

同左 同左

 

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　子会社株式およ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９月30日）

　子会社株式およ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３月31日）

　子会社株式およ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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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１　有限会社プリヴェチューリッヒ投資組合の

設立について

当社は、平成17年12月13日開催の取締役

会決議に基づき、有限会社プリヴェチュー

リッヒ投資組合を下記の内容で設立いたし

ました。

(1)設立する子会社の概要

①　会社名

有限会社プリヴェチューリッヒ投資組

合

②　主な事業内容

投資事業組合財産の運用および管理事

業

③　設立時期

 平成17年12月14日

④　資本の額

 ３百万円

⑤　出資比率

 当社　100％

(2)設立する目的

プリヴェチューリッヒキャピタルファンド

２号投資事業組合の財産の運用および管理

事業を行なうことを目的としております。

 

２　プリヴェチューリッヒキャピタルファンド

２号投資事業組合の設立について

当社は、平成17年12月13日開催の取締役

会において、プリヴェチューリッヒキャピ

タルファンド２号投資事業組合を下記の内

容で設立することを決議しております。

(1)設立する子会社の概要

①　会社名

プリヴェチューリッヒキャピタルファン

ド２号投資事業組合

②　主な事業内容

 上場株式等投資事業

③　設立時期

 平成17年12月26日（予定）

④　出資の額

 20,000百万円（予定）

⑤　出資比率

有限会社プリヴェチューリッヒ投資組合

　100％

(2)設立する目的

上場株式投資を中心として継続的により高

い投資運用成績を目指すことを目的としてお

ります。

１　「Privée Japan Activist Fund」（呼称：

プリヴェ経営改革ファンド）設定について

当社は、平成18年10月30日に　　　

「Privée Japan Activist Fund」(呼称:プ

リヴェ経営改革ファンド）を設定いたしまし

た。

（1）設定の目的

当社グループは、これまで企業再生関連

投資事業で培った業界でのネットワーク、

情報収集力、デューデリジェンス能力、社

内専門部隊の豊富な経験等を活かし、上場

株式等投資事業において、主に上場株式へ

の投資を行なってまいりました。投資対象

としては、当社グループが投資対象会社の

経営陣に対し、株主として経営改革のため

の提案等を行なうことにより企業価値が向

上する、と確信できる銘柄を選定してまい

りました。

一方、欧米においては従来から経営改革

ファンドが多数存在しており、既にスタン

ダードな投資スタイルとして確立されてお

ります。近年は、内外の投資家からの日本

企業のコーポレートガバナンスの在り方に

対する関心が非常に高まっております。こ

のため、海外の機関投資家等による日本に

おける経営改革ファンドに対する資金拠出

の需要が非常に高い状況にあります。

このような需要に応えるため、当社は、

欧米を中心とした機関投資家向けの外国籍

ファンド「Privée Japan Activist Fund」

（呼称：プリヴェ経営改革ファンド）を設

定し、これまで培ってきた企業再生関連投

資事業および上場株式等投資事業での経験

とノウハウをさらに活用していくことにい

たしました。

「Privée Japan Activist Fund」（呼称：

プリヴェ経営改革ファンド）は、日本の取

引所有価証券市場において上場株式を取得

後、株主として対象会社に対し経営改革の

提案等を行ない、企業価値を向上させるこ

とで、高い投資収益を獲得することを基本

方針としております。

（2）投資スキーム

「Privée Japan Activist Fund」(呼称:

プリヴェ経営改革ファンド)の運用は、

当社100％出資のPrivée Capital 

Management Hawaii, LLCが行ないます。ま

た、同LLCに対して、当社の100％子会社で

あるプリヴェキャピタルマネジメント株式

会社が投資顧問業法に基づく投資顧問業者

として投資の助言を行ないます。

ストックオプションとしての新株予約権の発行

について

平成17年６月29日開催の定時株主総会で承

認されました旧商法第280条ノ20および旧商法

第280条ノ21の規定に基づくストックオプショ

ンとしての新株予約権の発行について、平成

18年４月17日開催の取締役会において具体的

な内容を決議し、下記のとおり発行いたしま

した。

①　新株予約権の発行日

平成18年４月25日

②　新株予約権の発行数

50,000個

（新株予約権1個当たりの目的となる株

式数1,000株）

③　新株予約権の発行価額

無償 

④　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50,000,000株 

⑤　新株予約権の行使に際して払込みをすべき

金額

新株予約権1個につき310,000円（1株当

たり310円）

⑥　新株予約権の行使期間

平成18年４月26日から

平成23年４月25日まで

⑦　新株予約権の割当対象者

当社取締役、監査役、従業員、特別顧問

　合計18名 
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

（3）Privée Japan Activist Fund（呼称：プリ

ヴェ経営改革ファンド）の概要

① 商号 Privée Japan Activist Fund

(呼称:プリヴェ経営改革ファン

ド)

② 形態 単位型投資信託

③ 所在地 c/o Genesis Trust & 

Corporate Services Ltd.

PO Box 448GT, George Town

Grand Cayman,Cayman 

Islands,

British West Indies

④ 設定年月日 平成18年10月30日

⑤ 主な事業の

内容

日本の取引所有価証券市場に

おける上場株式への投資

⑥ 決算期 12月31日

⑦ 出資の額 100億円程度

⑧ 出資者およ

び出資割合

設定当初は当社100％の出資で

ありますが、今後、外部の投資

家からの出資により、当社の出

資割合は低下していくこととな

ります。

（4）今後の見通し

当該ファンドへの出資により、当該出資

金にかかる評価差額が当社の損益に影響を

及ぼします。

　但し、当該ファンドの投資対象が相場環

境等の影響を受けざるを得ないことから、

今後の見通しを予想することは困難であり

ます。
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