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１．四半期財務・業績の作成等に係る事項

①　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　：　有

②　連結及び持分法の適用範囲の移動の状況　　　　　　　　　　　　　：　有

連結（新規）52社（除外）－社　　　持分法（新規）6社（除外）－社　

２．平成19年２月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年３月１日～平成18年11月30日）

(1）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益
四半期（当期）

純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年２月期第３四半期 36,246 (135.5) 16,568 (134.3) 15,487 (139.5) 9,290 (161.5)

平成18年２月期第３四半期 15,392 (164.7) 7,071 (102.8) 6,467 (101.5) 3,552 (72.7)

（参考）平成18年２月期 22,538 (191.0) 9,261 (116.9) 8,480 (116.6) 4,617 (92.6)

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成19年２月期第３四半期 17,606 69 16,351 97

平成18年２月期第３四半期 14,756 62 14,427 26

（参考）平成18年２月期 18,056 47 17,779 57

　（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率
　　　　２．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。

 ［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

当第３四半期におけるわが国経済は、一部業種で資源価格上昇等による悪影響が見られたものの、高い外需と企業収益

の改善を背景として設備投資が増加するとともに、個人消費も堅調に推移する等、景気は緩やかながらも拡大基調を維

持してきました。

当社グループの事業領域である不動産及びM&A業界におきましては、金利の上昇や都心部での不動産価格高騰等の懸念

はあるものの、企業部門の好調さを受けて不動産物件に対する需要は依然として旺盛であり、業界は引き続き活況を呈

しております。このような環境下で当社グループにおきましては、不動産ファンド事業における大型案件に係る成功報

酬や配当収入、および海外企業に対する投資案件の一部売却等が大きく寄与し、業績は堅調に推移しました。

この結果、当第３四半期における業績は、売上高36,246百万円（前年同期比135.5％増）、経常利益15,487百万円（同

前年同期比139.5％増）、四半期純利益9,290百万円（前年同期比161.5％増）となりました。

　 事業別セグメントの売上高は次のとおりであります。

①　マーチャント・バンキング事業

  不動産ファンド事業においては既存ファンドの運用資産の売却益に係る成功報酬や当該ファンドに対する投資配当収

入が、またM&A事業においては海外企業に対する投資案件の一部売却等が大きく収益に貢献し、マーチャント・バンキ

ング事業の売上高は32,665百万円（前年同期比141.5％増）となりました。

②　ホスピタリティ＆ウェルネス事業

ホテル事業、スイミングスクール事業、ボウリング事業、温浴事業が拡大した結果、ホスピタリティ＆ウェルネス事業

の売上高は3,513百万円（前年同期比95.3％増）となりました。

③  その他の事業

    中国の繊維事業の売上高が67百万円（前年同期比0.1％減）となりました。
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(2）財政状態の変動状況

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19年２月期第３四半期 144,457 67,958 36.0 98,248 15

平成18年２月期第３四半期 80,278 38,995 48.6 148,022 62

（参考）平成18年２月期 87,590 40,672 46.4 153,707 57

 （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。

 ［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　 当第３四半期における総資産は144,457百万円となり、前第３四半期と比較して64,179百万円増加しました。この主な

要因は、現金及び預金が5,512百万円、営業投資有価証券が38,168百万円、たな卸資産が25,836百万円、それぞれ増加し

たことによります。

　 負債は、前第３四半期と比較して38,664百万円増加しました。この主な要因は、短期借入金が3,873百万円、１年以

 内返済予定の長期借入金が5,450百万円、未払法人税等が3,510百万円、新株予約権付社債が17,025百万円、それぞれ増

加したことによります。

 (3)平成19年２月期の連結業績予想（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 44,000 15,600 9,300

 （参考）　１株当たり予想当期純利益（通期）17,591円45銭

 ［業績予想に関する定性的情報等］

  海外投資案件にかかる売却益が実現されたこと及び連結対象となるSPCが増加したこと等を受け、連結売上高、連結経

常利益および連結当期純利益を上方修正いたしました。

　平成18年９月８日に企業会計基準委員会より発表された実務対応報告第20号「投資組合に対する支配力基準及び影響力

基準の適用に関する実務上の取扱い」につきましては、M&A事業にかかる投資事業組合等に対しては当第３四半期より適

用しておりますが、不動産ファンド事業にかかる投資事業組合等に対しては適用の範囲を検討中であり、現時点では通期

業績予想には反映しておりません。

　業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざ

まな要因によって予想数値と異なる場合があります。

［参考］

平成19年２月期の個別業績予想（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 18,500 12,350 7,100

　（参考）　１株当たり予想当期純利益（通期）13,430円03銭
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 (4)その他参考情報

 　平成18年９月８日に企業会計基準委員会より実務対応報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の

適用に関する実務上の取扱い」が公表されました。

 

（Ｍ＆Ａ事業にかかる投資事業組合等）

　当第３四半期連結会計期間より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」

を適用しております。

 

（不動産ファンド事業にかかる投資事業組合等）

　「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」の適用について、監査法人と協議

中であります。そのため、本決算短信は従前の会計処理により作成しております。
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４．【四半期連結財務諸表等】

①【四半期連結貸借対照表】

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年11月30日現在）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年11月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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 19,095,294 24,608,237 20,133,181

２．受取手形及び売掛金 464,879 216,832 537,320

３．たな卸資産 ※２ 11,278,804 37,115,148 21,288,737

４．営業投資有価証券
※２
※３

17,415,685 55,583,903 28,147,737

５．営業出資金 ※３ 36,500 739,600 3,098,256

６．営業貸付金 ※３ 8,505,383 6,880,000 6,986,800

７．匿名組合出資金 7,579,687 － －

８．有価証券 ※２ 9,589,882 － －

９．出資金 443,100 － －

10．繰延税金資産 37,095 1,544,302 25,198

11．その他流動資産 ※４ 933,100 2,972,242 1,415,912

貸倒引当金 △548 △2,320 △641

流動資産合計 75,378,863 93.9 129,657,946 89.8 81,632,503 93.2

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物及び構築物
※１
※２

778,161 3,100,620 944,684

２．機械装置及び運搬
具

※１ 86,746 137,190 82,105

３．土地 ※２ 1,025,618 3,261,957 1,040,457

４．その他有形固定資
産

※１ 77,215 278,114 87,528

有形固定資産合計 1,967,742 2.5 6,777,883 4.7 2,154,776 2.5

(2）無形固定資産

１．のれん － 37,706 －

２．連結調整勘定 55,929 － 48,660

３．その他無形固定資
産

296,386 342,497 260,964

無形固定資産合計 352,315 0.4 380,203 0.3 309,625 0.4

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※２ 1,931,716 6,009,882 2,575,889

２．繰延税金資産 696 64,346 1,099

３．その他投資その他
の資産

646,723 1,573,668 916,400

貸倒引当金 － △6,850 －

投資その他の資産合
計

2,579,136 3.2 7,641,046 5.3 3,493,389 4.0

固定資産合計 4,899,194 6.1 14,799,133 10.2 5,957,791 6.8

資産合計 80,278,058 100.0 144,457,080 100.0 87,590,294 100.0
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前第３四半期連結会計期間末
（平成17年11月30日現在）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年11月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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．支払手形及び買掛金 143,256 154,620 160,573

２．短期借入金 ※２ 19,448,129 23,321,907 16,610,857

３．１年以内返済予定長
期借入金

※２ 3,127,168 8,577,200 3,424,605

４．１年以内償還予定社
債

※２ － 200,000 －

５．未払法人税等 2,036,977 5,547,065 2,838,910

６．賞与引当金 24,368 47,331 15,277

７．役員賞与引当金 － 266,249 －

８．繰延税金負債 197,291 44,139 240,774

９．その他流動負債 1,777,213 5,993,018 2,104,660

流動負債合計 26,754,405 33.3 44,151,532 30.6 25,395,660 29.0

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※２ － 2,020,000 －

２．新株予約権付社債 10,000 17,035,000 5,010,000

３．長期借入金 ※２ 10,031,642 7,832,977 9,164,337

４．繰延税金負債 931,488 1,532,204 956,226

５．ノンリコースローン ※２ － 900,000 2,100,000

６．負ののれん － 986,621 －

７．その他固定負債 106,306 2,040,308 632,421

固定負債合計 11,079,436 13.8 32,347,111 22.4 17,862,984 20.4

負債合計 37,833,842 47.1 76,498,644 53.0 43,258,645 49.4

（少数株主持分）

少数株主持分 3,448,693 4.3 － － 3,658,705 4.2

（資本の部）

Ⅰ　資本金 16,363,605 20.4 － － 16,364,622 18.7

Ⅱ　資本剰余金 16,209,845 20.2 － － 16,210,868 18.5

Ⅲ　利益剰余金 5,918,752 7.4 － － 6,982,274 8.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

756,620 0.9 － － 1,086,164 1.2

Ⅴ　為替換算調整勘定 △216,870 △0.3 － － 65,445 0.1

Ⅵ　自己株式 △36,431 △0.0 － － △36,431 △0.0

    資本合計 38,995,522 48.6 － － 40,672,943 46.4

負債、少数株主持分及
び資本合計

80,278,058 100.0 － － 87,590,294 100.0

           

－ 5 －



  
前第3四半期連結会計期間末
（平成17年11月30日現在）

当第3四半期連結会計期間末
（平成18年11月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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  － － 16,494,182 11.4 － －

２．資本剰余金  － － 16,340,428 11.3 － －

３．利益剰余金  － － 14,882,641 10.3 － －

４．自己株式  － － △36,431 △0.0 － －

株主資本合計  － － 47,680,820 33.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価
差額金

 － － 4,247,256 2.9 － －

２．繰延ヘッジ損益  － － △158,133 △0.1 － －

３．為替換算調整勘定  － － 194,091 0.1 － －

評価・換算差額等合計  － － 4,283,215 3.0 － －

Ⅲ　新株予約権  － － 50,054 0.0 － －

Ⅳ　少数株主持分  － － 15,944,344 11.0 － －

純資産合計  － － 67,958,435 47.0 － －

負債純資産合計  － － 144,457,080 100.0 － －
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②【四半期連結損益計算書】

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11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 15,392,108 100.0 36,246,016 100.0 22,538,732 100.0

Ⅱ　売上原価 5,386,845 35.0 13,135,502 36.2 8,559,245 38.0

売上総利益 10,005,263 65.0 23,110,514 63.8 13,979,487 62.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,933,945 19.1 6,542,372 18.0 4,718,286 20.9

営業利益 7,071,318 45.9 16,568,142 45.8 9,261,201 41.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 13,635 91,758 23,113

２．受取配当金 3,807 63,522 4,010

３．持分法による投資利
益

469 － －

４．負ののれん償却額 － 75,763 －

５．デリバティブ利益 － 47,857 －

６.免税事業者消費税等 － － 37,817

７.その他営業外収益 63,787 81,700 0.5 100,516 379,418 1.0 57,485 122,427 0.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 359,476 854,215 555,209

２．社債利息 － 119,688 －

３．新株発行費 127,903 － 137,287

４．株式交付費 － 25,205 －

５．社債発行費 20,353 55,286 28,067

６．開業費 － 12,501 205

７．持分法による投資損
失

－ 25,023 －

８．為替差損 101,104 215,862 102,328

９．デリバティブ損失 － 124,719 －

10．その他営業外費用 77,083 685,921 4.4 27,722 1,460,224 4.0 80,395 903,494 4.0

経常利益 6,467,097 42.0 15,487,336 42.7 8,480,134 37.6

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 73,595 22,865 144,076

２．持分変動利益 208,165 414,772 208,165

３．その他特別利益 396 282,157 1.8 24,822 462,459 1.3 396 352,638 1.6

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 ※２ 1,908 361 1,908

２．過年度損益修正損 23,564 1,262 16,077

３．投資有価証券評価損 － － 19,999

４．その他特別損失 10,111 35,584 0.2 － 1,624 0.0 45,786 83,773 0.4

税金等調整前四半期
（当期）純利益

6,713,670 43.6 15,948,171 44.0 8,749,000 38.8

法人税、住民税及び
事業税

2,920,054 7,370,507 3,872,710

法人税等調整額 △217,099 2,702,955 17.5 △1,333,906 6,036,601 16.7 △302,089 3,570,621 15.8

少数株主利益 458,139 3.0 620,656 1.7 561,136 2.5

四半期（当期）純利
益

3,552,575 23.1 9,290,913 25.6 4,617,242 20.5
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③【四半期連結剰余金計算書】

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の

連結剰余金計算書

（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 6,168,608 6,168,608

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．新株予約権の行使によ

る剰余金増加高
10,014,946 10,041,953

２．新株引受権の行使によ

る剰余金増加高
26,290 10,041,236 306 10,042,259

Ⅲ　資本剰余金四半期期末

（期末）残高
16,209,845 16,210,868

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,051,062 3,051,062

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．四半期（当期）純利益 3,552,575 4,617,242

２．連結除外による利益剰

余金増加高
51,103 3,603,678 51,103 4,668,345

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 631,960 631,960

２．役員賞与 104,027 104,349

３．連結子会社増加による

剰余金減少高
－ 735,988 824 737,134

Ⅳ　利益剰余金四半期期末

（期末）残高
5,918,752 6,982,274

      

－ 8 －



④【四半期連結株主資本等変動計算書】

 

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
（千円）

16,364,622 16,210,868 6,982,274 △36,431 39,521,333

当第３四半期連結会計期間中の変
動額

新株の発行 129,560 129,560 － － 259,120

剰余金の配当 － － △1,107,954 － △1,107,954

役員賞与 － － △197,863 － △197,863

連結範囲の変動 － － △84,727 － △84,727

四半期純利益 － － 9,290,913 － 9,290,913

株主資本以外の項目の当第３四
半期連結会計期間中の変動額
（純額）

－ － － － －

当第３四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円）

129,560 129,560 7,900,367 － 8,159,487

平成18年11月30日　残高
（千円）

16,494,182 16,340,428 14,882,641 △36,431 47,680,820

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年２月28日　残高
（千円）

1,086,164 － 65,445 1,151,609 － 3,658,705 44,331,648

当第３四半期連結会計期間中の変
動額

新株の発行 － － － － － － 259,120

剰余金の配当 － － － － － － △1,107,954

役員賞与 － － － － － － △197,863

連結範囲の変動 － － － － － － △84,727

四半期純利益 － － － － － － 9,290,913

株主資本以外の項目の当第３四
半期連結会計期間中の変動額
（純額）

3,161,092 △158,133 128,645 3,131,605 50,054 12,285,638 15,467,299

当第３四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円）

3,161,092 △158,133 128,645 3,131,605 50,054 12,285,638 23,626,786

平成18年11月30日　残高
（千円）

4,247,256 △158,133 194,091 4,283,215 50,054 15,944,344 67,958,435
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数及び名称

連結子会社の数　15社

連結子会社の名称

株式会社エフ・アール・ホール

ディング

アセット・インベスターズ株式

会社

株式会社アセット・リアル

ティ・マネジャーズ

有限会社エフ・アール・グロー

ス

株式会社アセット・オペレー

ターズ

有限会社レッドロック・インベ

ストメント

上海亜賽特投資諮詢有限公司

Asset Managers (China) 

Co., Ltd

ASC Asset Management 

Limited

ASC Capital Limited

Asset Managers (Taiwan) 

Co., Ltd

佛山南海新日紡紡織服飾有限公

司

アセット・ロジスティックス株

式会社

アセット証券株式会社

アセット・ファイナンス株式会

社

　上記のうち、Asset 

Managers (Taiwan)Co., Ltd、

アセット証券株式会社、アセッ

ト・ファイナンス株式会社につ

いては、当第３四半期連結会計

期間に設立されたため、それぞ

れ連結子会社といたしまし

た。 

　なお、SINO-JP Assets 

Management Co., Ltdは、前連

結会計年度に共同出資者と同社

を設立以来、いくつかの投資案

件を手がける中で、当社グルー

プ及び共同出資者のいずれか一

方に支配力があるのではなく、

相互に協力して成果を追求する

関係であることが当第３四半期

連結会計期間に明確となったこ

とから持分法を適用することと

いたしました。

  また、SINO-JP FUND Co.,Ltd

は、アジア地区における営業投

資目的のSPCであることから子

会社及び関連会社に該当しない

ものとしました。 

(1）連結子会社の数及び名称

連結子会社の数　78社

主要な連結子会社の名称

アセット・インベスターズ株式

会社

株式会社エフ・アール・ホール

ディング

株式会社アセット・リアル

ティ・マネジャーズ

有限会社エフ・アール・グロー

ス

株式会社アセット・オペレー

ターズ

有限会社レッドロック・インベ

ストメント

アセット・ロジスティックス株

式会社

アセット証券株式会社

アセット・ファイナンス株式会

社

上海亜賽特投資諮詢有限公司

Asset Managers (Asia)

Company Limited

ASC Asset Management 

Limited

ASC Capital Limited

Asset Managers (Taiwan) 

Co., Ltd

佛山南海新日紡紡織服飾有限公

司

株式会社宮交シティ

Asset Partners Management

Limited

株式会社フィナンシア・CI

China Databank Limited

他59社

Asset Managers (China) 

Co.,Ltd.は平成18年７月８日付

で、Asset Managers (Asia) 

Company Limitedに商号変更し

ております。

株式会社フィナンシア・CI他９

社につきましては、当第３四半

期連結会計期間に設立したため

連結の範囲に含めておりま

す。

株式会社宮交シティ他３社につ

きましては、当第３四半期連結

会計期間に持分の一部又は全部

を取得したため連結の範囲に含

めております。

(1）連結子会社の数及び名称

連結子会社の数　26社

連結子会社の名称

アセット・インベスターズ株式

会社

株式会社エフ・アール・ホール

ディング

株式会社アセット・リアル

ティ・マネジャーズ

有限会社エフ・アール・グロー

ス

株式会社アセット・オペレー

ターズ

有限会社レッドロック・インベ

ストメント

アセット・ロジスティックス

株式会社

アセット証券株式会社

アセット・ファイナンス株式会

社

上海亜賽特投資諮詢有限公司

Asset Managers (China) 

Co., Ltd

ASC Asset Management 

Limited

ASC Capital Limited

Asset Managers (Taiwan)

Co., Ltd

佛山南海新日紡紡織服飾有限公

司

有限会社ライラック

有限会社エフ・アール・エン

タープライズ

有限会社サクセス・ギャラン

ティ

株式会社片桐企画

有限会社アルウェン

有限会社クレメンタイン

有限会社エムズィー・ファイナ

ンス

有限会社ブレイジング・スカ

イ

有限会社エオメル

有限会社ケイン

有限会社ジェミニ・キャピタ

ル

 アセット証券株式会社、アセッ

ト・ファイナンス株式会社、

Asset Managers (Taiwan) 

Co.,Ltd.、有限会社ライラック、

有限会社エオメル、有限会社ケ

インにつきましては、当連結会

計期間に設立したため連結の範

囲に含めております。
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

  　特別目的会社等５社につきまし

ては、当第３四半期連結会計期間

より事業を開始したため、連結の

範囲に含めております。

 

　当第３四半期連結会計期間より

「投資事業組合に対する支配力基

準及び影響力基準の適用に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告

第20号　平成18年９月８日）を適

用しております。これにより、当

第３四半期連結会計期間より、33

投資事業組合等を連結の範囲に含

めております。

　有限会社エフ・アール・エン

タープライズにつきましては、

前連結会計年度は、自己の計算

において議決権の過半数を有し

ているにも関わらず子会社に含

めておりませんでしたが、当連

結会計年度より事業を開始した

ことから連結の範囲に含めてお

ります。

　当連結会計期間に設立された

株式会社片桐企画、有限会社ク

レメンタイン、有限会社ブレイ

ジング・スカイ、有限会社サク

セス・ギャランティ、有限会社

アルウェン、有限会社エム

ズィー・ファイナンス、有限会

社ジェミニ・キャピタルについ

ては特別目的会社であり、議決

権を有していないものの、実質

的に支配していると認められる

ため、当連結会計期間に連結の

範囲に含めております。

　なお、Sino-JP Assets 

Management Co.,Ltd.は、前連

結会計年度に共同出資者と同社

を設立以来、いくつかの投資案

件を手がける中で、当社グルー

プ及び共同出資者のいずれか一

方に支配力があるのではなく、

相互に協力して成果を追及する

関係であることが当連結会計期

間に明確となったことから持分

法を適用することといたしまし

た。

　また、Sino-JP Fund 

Co.,Ltd.は、アジア地区におけ

る営業投資目的の特別目的会社

であることから子会社及び関連

会社に該当しないものとしまし

た。

 

(2）非連結子会社

　該当事項はありません。

(2）非連結子会社

同左

(2）非連結子会社

同左
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

(3）他の会社等の議決権の過半数を

自己の計算において所有している

にもかかわらず子会社としなかっ

た当該他の会社等の名称

ASSET MANAGERS SG PTE. 

LTD.

株式会社文政屋

株式会社トライトン

株式会社オーキッド

株式会社ローズミスト

株式会社ベルフラワー

株式会社クリムゾン

株式会社バイオレット

株式会社アザレア

株式会社ムーンシャイン

WAポートフォリオ特定目的会

社

ワン・フォー・オール特定目的

会社

TRY特定目的会社

ドライビング・モール特定目的

会社

白金高輪駅前特定目的会社

芝公園１丁目特定目的会社

シティ・レジデンシャル特定目

的会社

シティ・ゲート特定目的会社

有限会社エクセレント・キャピ

タル

有限会社レゴラス

有限会社クィーンズ・パーク

有限会社ブルーグラス・イン

ベストメント

有限会社エオメル

有限会社ライラック

有限会社マロニエ

有限会社ブイエスワン

有限会社エフ・アール・キャ

ピタル

有限会社オーリー

有限会社ケイン

有限会社ブイエススリー

有限会社エフ・アール・ディ

ベロップ

有限会社レオ・キャピタル

有限会社アラゴルン

有限会社エルロンド

有限会社キャンサー・キャピタ

ル

(3）他の会社等の議決権の過半数を

自己の計算において所有している

にもかかわらず子会社としなかっ

た当該他の会社等の名称

有限会社タウラス・キャピタル

　他11社

子会社としなかった理由

　当社は、上記他の会社の議決権

の100％を所有しておりますが、こ

れらはすべて、当社が組成する

ファンド運営のための特別目的会

社として設立されたものの、ファ

ンドが組成されていない会社で、

いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼさないため、子会社とは

しておりません。

 

株式会社キムラヤセレクト

株式会社多田建設

昭和鋼機株式会社

　他４社

子会社としなかった理由

　株式の所有目的は営業投資で

あり、傘下に入れることを目的

としていないため、当該営業投

資先は、子会社とはしておりま

せん。

(3）他の会社等の議決権の過半数を

自己の計算において所有している

にもかかわらず子会社としなかっ

た当該他の会社等の名称

有限会社エストレア

有限会社エーアイ・バリュー・

パートナーズ

有限会社ネモフィラ

有限会社エーアイ・スター

有限会社エンプレオ

株式会社アセット・ホスピタリ

ティ

ASSET MANAGERS SG PTE.LTD.

有限会社マージャー・キャピタ

ル

有限会社アクア・スプラッ

シュ

有限会社リバティ・エール

有限会社フォーチュン・ロー

ド

有限会社エスポワール・レジデ

ンス

有限会社ハイ・パフォーマン

ス

有限会社タウラス・キャピタ

ル

有限会社アリエス・キャピタ

ル

株式会社ローズミスト

株式会社ムーンシャイン

株式会社エイシー・プロパ

ティ

株式会社アザレア

株式会社ベルフラワー

株式会社シートレジャー

株式会社エストレジャー

株式会社元禄屋

株式会社クリムゾン

株式会社エス・アール・ウエス

ト

有限会社アラゴルン

有限会社アラン・ライト

有限会社エルロンド

有限会社キャンサー・キャピタ

ル

有限会社クィーンズ・パーク

有限会社クロウ・プロパティ

有限会社サンダー・ランド

有限会社ジョセフ
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

有限会社クロウ・プロパティ

有限会社ジョセフ

有限会社バルゴ・キャピタル

有限会社ファラミア

有限会社ラピス

有限会社リチャード

株式会社アセット・ホスピタ

リティ

有限会社マージャー・キャピ

タル

有限会社アクア・スプラッ

シュ

有限会社リバティ・エール

有限会社フォーチュン・ロー

ド

有限会社エスポワール・レジ

デンス

有限会社ハイ・パフォーマン

ス

有限会社タウラス・キャピタ

ル

有限会社アリエス・キャピタ

ル

 

子会社としなかった理由

　当社は、上記他の会社の議決

権の100％を所有しております

が、これらはすべて、当社が組

成するファンド運営のための特

別目的会社として設立されたも

のの、ファンドが組成されてい

ない会社であるため、または財

務諸表等規則第８条第４項及び

第７項に該当する特別目的会社

となるため、子会社とはしてお

りません。

 有限会社バルゴ・キャピタル

有限会社ハルディア

有限会社フレーテ

有限会社ラピス

有限会社リチャード

有限会社レガロ

有限会社エフ・アール・キャピ

タル

有限会社エクセレント・キャピ

タル

有限会社ブイエススリー

有限会社ブイエスワン

有限会社マロニエ

有限会社レオ・キャピタル

SuperTwelve特定目的会社

TRY特定目的会社

WAポートフォリオ特定目的会

社

シティ・ゲート特定目的会社

シティレジデンシャル特定目的

会社

センチュリープロパティ特定目

的会社

ドライビング・モール特定目的

会社

ナンバーエイト特定目的会社

ワン・フォー・オール特定目的

会社

芝公園１丁目特定目的会社

白金高輪駅前特定目的会社

名古屋タイコー特定目的会社

 

子会社としなかった理由

当社は、上記他の会社の議決権

の100％を所有しておりますが、

これらはすべて、当社が組成す

るファンド運営のための特別目

的会社として設立されたものの、

ファンドが組成されていない会

社であるため、または財務諸表

等規則第８条第４項及び第７項

に該当する特別目的会社となる

ため、子会社とはしておりませ

ん。
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社

フリット・キャピタル株式会

社

Sino-JP Assets 

Management Co.,Ltd

 Sino-JP Assets 

Management Co.,Ltdは、前連

結会計年度に共同出資者と同

社を設立以来、いくつかの投

資案件を手がける中で、当社

グループ及び共同出資者のい

ずれか一方に支配力があるの

ではなく、相互に協力して成

果を追求する関係であること

が当第３四半期連結会計期間

に明確となったことから持分

法を適用することといたしま

した。

(1）持分法適用の関連会社

持分法適用の関連会社数

８社

主要な持分法適用の関連会社

の名称

フリット・キャピタル株式会

社

Sino-JP Assets 

Management Co.,Ltd

Sino-JP Assets Management

Ⅱ Co.,Ltd

21世紀アセットマネジメント

株式会社

クローバー・アドバイザーズ

株式会社

他３社

 

21世紀アセットマネジメント

株式会社及びクローバー・ア

ドバイザーズ株式会社につき

ましては、当第３四半期連結

会計期間に持分の一部を取得

したため持分法を適用するこ

とといたしました。

Sino-JP Assets Management 

Ⅱ Co.,Ltd他３社につきまし

ては、重要性が増したため、

当第３四半期連結会計期間よ

り持分法を適用することとい

たしました。 

(1）持分法適用の関連会社

フリット・キャピタル株式会

社

Sino-JP Assets 

Management Co.,Ltd

 なお、Sino-JP Assets 

Management Co.,Ltdは、前連

結会計年度に共同出資者と同

社を設立以来、いくつかの投

資案件を手がける中で、当社

グループ及び共同出資者のい

ずれか一方に支配力があるの

ではなく、相互に協力して成

果を追求する関係であること

が当連結会計期間に明確と

なったことから持分法を適用

することといたしました。

(2）持分法適用の非連結子会社

　該当事項はありません。

(2）持分法適用の非連結子会社

同左

(2）持分法適用の非連結子会社

同左

 

(3）持分法を適用していない非連結

子会社

───

(3）持分法を適用していない非連結

子会社

該当事項はありません。

(3)持分法を適用していない非連結子

会社

同左

 

 (4）持分法を適用していない関連

会社

 　　該当事項はありません。

 (4)持分法を適用していない関連会

社

同左

(4)持分法を適用していない関連会社

Sino-JP Assets Management Ⅱ

Co.,Ltd.

有限会社シルバー・フォックス

株式会社御堂筋開発

有限会社淡路町開発

持分法を適用していない関連会社

はそれぞれ当期純損益及び利益剰

余金等からみて、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、かつ重要性が

ないため持分法の適用範囲から除

外しております。
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

 　───  (5）他の会社等の議決権の100分の

20以上、100分の50以下をを自己の

計算において所有しているにもかか

わらず関連会社としなかった当該他

の会社等の名称

 　DCDC Limited

 他２社 

関連会社としなかった理由

　株式の所有目的は営業投資であ

り、営業、人事、資金その他の取

引を通じて重要な影響を与えるこ

とを目的としていないため、当該

営業投資先を、関連会社とはして

おりません。

　───

３．連結子会社の第３四半期

決算日（決算日）等に関

する事項

　連結子会社15社のうち株式会社エ

フ・アール・ホールディング、ア

セット・インベスターズ株式会社、

株式会社アセット・リアルティ・マ

ネジャーズ、アセット証券株式会社、

Asset Managers (China) Co.,Ltd、

ASC Asset Management Limited及び

ASC Capital Limitedの第３四半期

決算日は12月31日であります。

　第３四半期連結財務諸表の作成に

当たっては、９月30日現在の財務諸

表を使用しております。

　上海亜賽特投資諮詢有限公司、佛

山南海新日紡紡織服飾有限公司、ア

セット・ロジスティックス株式会社

及びAsset Managers (Taiwan) 

Co.,Ltdの第３四半期決算日は９月

30日であります。

　有限会社エフ・アール・グロース

の第３四半期決算日は10月31日であ

ります。

　第３四半期連結財務諸表の作成に

当たって、これらの会社については

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。

 ただし、第３四半期連結決算日ま

での期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

おります。

　連結子会社78社のうち株式会社ア

セット・ロジスティックス株式会社

他９社の第３四半期決算日は９月30

日であります。第３四半期連結財務

諸表の作成に当たっては、同日現在

の財務諸表を使用しております。

　アセット・ファイナンス株式会社

他６社の第３四半期決算日は10月31

日であります。第３四半期連結財務

諸表の作成に当たっては、同日現在

の財務諸表を使用しております。

　連結子会社のうち、上記以外に第

３四半期決算日が連結第３四半期決

算日と異なる連結子会社51社につき

ましては、仮決算を実施しておりま

す。

 ただし、第３四半期連結決算日ま

での期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

おります。

　連結子会社26社のうちアセット・

インベスターズ株式会社、株式会社

エフ・アール・ホールディング、株

式会社アセット・リアルティ・マネ

ジャーズ、アセット証券株式会社、

Asset Managers (China) Co.,Ltd、

ASC Asset Management Limited、

ASC Capital Limited及び有限会社

エフ・アール・エンタープライズの

決算日は３月31日であります。連結

財務諸表の作成に当たって、これら

の会社については、12月31日に決算

を行い連結しております。

　有限会社ライラック、有限会社サ

クセス・ギャランティ、株式会社片

桐企画及び有限会社エオメルの決算

日は5月31日であります。

有限会社ケインの決算日は7月31日

であります。有限会社レッドロッ

ク・インベストメントの決算日は8

月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たって、

これらの会社については、2月

28日に決算を行い連結しておりま

す。

　上海亜賽特投資諮詢有限公司、佛

山南海新日紡紡織服飾有限公司、

Asset Managers　（Taiwan)

Co.,Ltd及びアセット・ロジス

ティックス株式会社の決算日は12月

31日であります。有限会社エフ・

アール・グロース、アセット・ファ

イナンス株式会社、有限会社エム

ズィー・ファイナンス及び有限会社

ブレイジング・スカイの決算日は１

月31日であります。連結財務諸表の

作成に当たって、これらの会社につ

いては同決算日現在の財務諸表を使

用しております。

　ただし、上記の会社のうち、連結

決算日と使用する財務諸表の決算日

が異なる会社については、各社の決

算日を連結決算日までの期間に発生

した主要な取引について、連結上必

要な調整を行っております。
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

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

時価のあるもの

第３四半期連結決算日の

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）

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　第３四半期連結決算日の

市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定）

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結会計年度末日の市場

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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

 匿名組合出資金について

は、詳細は「(6)その他四

半期連結財務諸表（連結

財務諸表）作成のための

基本となる重要な事項

(ニ)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

(ロ）デリバティブ

時価法

(ロ）デリバティブ

同左

(ロ）デリバティブ

同左

(ハ）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。

(ハ）たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

 

(ハ）たな卸資産

販売用不動産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

主として定額法　

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物　　　 ３～50年

機械装置及び運搬具　 ２～10年

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

(イ）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。

(イ）貸倒引当金

同左

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）賞与引当金

　一部の国内連結子会社では従

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

基づき当第３四半期連結会計期

間負担額を計上しております。

(ロ）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

額に基づき当第３四半期連結会

計期間負担額を計上しておりま

す。

(ロ）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

基づき当連結会計年度負担額を計

上しております。

───

 

(ハ）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

に基づき当第３四半期連結会計

期間負担額を計上しております。

───
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

(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

常の賃貸借取引にかかる方法に準じ

た会計処理によっております。

同左 同左

(5）重要なヘッジ会計の方

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、金利

スワップ及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

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…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

同左

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

同左

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）その他四半期連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための基本とな

る重要な事項

(イ）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

原則当第３四半期の期間費用と

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。

(イ）消費税等の会計処理

同左

　　　

(イ）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。

(ロ）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。

(ロ）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

(ロ）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
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

(ハ）営業投融資の会計処理

　当社グループが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

配している要件及び営業投資先

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。

(ハ）営業投融資の会計処理

　当社グループが不動産ファン

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

配している要件及び営業投資先

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。

(ハ）営業投融資の会計処理

　同左

 (ニ）匿名組合出資金の会計処理

　当社グループは匿名組合出資

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。

(ニ）匿名組合出資金の会計処理

　当社グループは匿名組合出資

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。

(ニ）匿名組合出資の会計処理

　同左
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四半期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

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

 （固定資産の減損にかかる会計基準）

 当第３四半期連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の改定に関する意見書」（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）

 当第３四半期連結会計期間より、「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）を適用しております。これに

より、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益は266,249千円減少しております。

 （固定資産の減損にかかる会計基準）

 当連結会計年度から「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

の改定に関する意見書」（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。

 

 

 

 （ストック・オプション等に関する会計基準）

 当第３四半期連結会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号　平成17年12月27日）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」（企業会計基準適用指針第11号　平成17年

12月27日）を適用しております。これにより、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益は50,054千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）

 当第３四半期連結会計期間より、「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

52,122,169千円であります。

 

 

 

 

 

 

 

 （自己株式及び準備金の減少に関する会計基

準）

 当第３四半期連結会計期間より。「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。

 

 

 

 

 

 

 

 （投資事業組合等に対する支配力基準及び影

響力基準）

 当第３四半期連結会計期間より、「投資事業

組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用

に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第20

号　平成18年９月８日）を適用しております。

これによる、従前の方法によった場合との差異

は以下のとおりであります。

総資産    18,221,263千円増加

営業利益    841,014千円増加

経常利益 517,238千円増加

税金等調整前

当四半期純利益
   520,251千円増加
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表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間

　　（自　平成17年３月１日     

　  至　平成17年11月30日） 

当第３四半期連結会計期間

　　（自　平成18年３月１日     

　  至　平成18年11月30日） 

  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、前第３四半期連結会計期間まで

「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

有価証券を当第３四半期連結会計期間より「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9,403,600千円及び8,760,732千円増加しております。また、前第３

四半期連結会計期間において「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7,075,838千円でありま

す。

（四半期貸借対照表）

　当第３四半期連結会計期間において、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、

前第３四半期連結会計期間まで「営業出資金」（当第３四半期連結会

計期間末21,000千円）および「出資金」（当第３四半期連結会計期間

末18,600千円）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、当第３四半期連結会計期間より「営業投資有価証券」として表

示しております。

　 

　前第３四半期連結会計期間まで「匿名組合出資金」（当第３四半期

連結会計期間末253,000千円）、「有価証券」（当第３四半期連結会計

期間末9,363,794千円）及び「出資金」（当第３四半期連結会計期間末

473,500千円）に含めていた不動産ファンド事業における株式会社、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連結会計年度

末より「営業投資有価証券」及び「営業出資金」にまとめて計上し、

その内訳を注記事項（四半期連結貸借対照表関係※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。

 

　前第３四半期連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当第３四半期連結会計期間から「のれん」として

表示しております。

 

（四半期損益計算書） 

 　前第３四半期連結会計期間において、「新株発行費」として掲記さ

れていたものは、当第３四半期連結会計期間から「株式交付費」とし

て表示しております。
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年11月30日現在）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年11月30日現在）

前連結会計年度
（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

205,316千円 1,713,290千円 240,156千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

定期預金 100,000千円

たな卸資産 6,909,089千円

営業投資有価証券 1,504,000千円

有価証券 585,000千円

建物 387,249千円

土地 806,971千円

計 10,292,310千円

たな卸資産    13,468,794千円

営業投資有価証券    2,593,990千円

投資有価証券 352,537千円

建物  482,698千円

土地 879,262千円

計    17,777,282千円

定期預金 100,000千円

たな卸資産   14,885,576千円

営業投資有価証券   1,170,000千円

投資有価証券 149,838千円

建物  254,241千円

土地 806,971千円

計   17,366,628千円

　担保権によって担保される債務は次の

　

　とおりであります。

　担保権によって担保される債務は次の

　とおりであります。

　担保権によって担保される債務は次の

　とおりであります。

短期借入金 1,770,500千円

１年以内返済予定長

期借入金
1,361,068千円

長期借入金 5,056,942千円

  

短期借入金 1,070,000千円

1年以内返済予定

長期借入金
5,509,968千円

長期借入金 5,293,149千円

ノンリコースローン 
900,000千円

 計 12,773,117千円

　　　

 注１）上記のノンリコースローンは、返

済原資が保有不動産及び当該不動産の収益

に限定されているものであります。上記ノ

ンリコースローンに対応する資産の金額は

次のとおりであります。

  たな卸資産　　1,350,964千円

注２）上記の他、社債1,000,000千円に係

る銀行保証に対して投資有価証券490,000

千円を差し入れております。

短期借入金   5,682,500千円

1年以内返済予定

長期借入金
 1,573,968千円

長期借入金   4,762,625千円

ノンリコースローン 
  2,100,000千円

 計 14,119,093千円

        

 ノンリコースローンは、連結子会社であ

るJALシティ松山（住所：愛媛県松山市大

手町1-10-10）を取得することを目的とし

て設立した有限会社ジェミニ・キャピタル

が当該不動産を担保とするノンリコース

ローンとして金融機関から調達した借入金

であり、当該不動産及び当該不動産の収益

だけを返済原資として限定されるものであ

ります。上記ノンリコースローンに対応す

る資産の金額は次のとおりであります。

  たな卸資産　　2,534,474千円
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前第３四半期連結会計期間末
（平成17年11月30日現在）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年11月30日現在）

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

─────　
 ※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

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
 

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

株式 99,886 39,445,120 39,545,006

債券 - 5,035,826 5,035,826

匿名組合

出資金等

（注）

9,278,908 1,724,162 11,003,070

合計 9,378,794 46,205,108 55,583,903

（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

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
 

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計 

匿名組合

出資金
253,000 - 253,000

出資金 473,500 13,100 486,600

合計 726,500 13,100 739,600

 

（3）営業貸付金

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
 

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

貸付金 300,000 6,580,000 6,880,000

 

 ※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

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
 

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

株式 115,100 9,891,475 10,006,575

債券 - 1,224,385 1,224,385

匿名組合

出資金等

（注）

5,231,266 11,685,509 16,916,775

合計 5,346,366 22,801,370 28,147,737

（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

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
 

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計 

匿名組合

出資金
2,003,156 - 2,003,156

出資金 1,055,600 39,500 1,095,100

合計 3,058,756 39,500 3,098,256

 

（3）営業貸付金

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
 

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

貸付金 385,000 6,601,800 6,986,800

 

 ─────　 ※４　当社連結子会社であるアセット・ファイナ

ンス株式会社においては、クレジットカード

業務に付随するキャッシング業務等を行って

おります。当該業務における当座貸越契約及

び貸出コミットメントに係る貸出未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

 77,700千円

貸出実行残高  380千円

 差引額 77,320千円

 ─────　
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要なもの ※１　販売費及び一般管理費のうち主要なもの ※１　販売費及び一般管理費のうち主要なもの

役員報酬 198,195千円

給与手当 693,889千円

租税公課 180,769千円

支払手数料 497,317千円

連結調整勘定償却 18,217千円

賞与引当金繰入額 24,368千円

役員報酬    330,242千円

役員賞与引当金

繰入額

 266,249千円

給与手当   1,062,915千円

租税公課    410,871千円

支払手数料 1,061,289千円

役員報酬  269,372千円

給与手当    1,080,130千円

租税公課     289,528千円

支払手数料      734,800千円

連結調整勘定償却     24,049千円

※２　固定資産除売却損の内訳 ※２　固定資産除売却損の内訳 ※２　固定資産除売却損の内訳

建物及び構築物除却損 1,908千円

  

機械装置除却損  335千円

  

建物及び構築物除却損   1,908千円
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年11月30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）

１株当たり純資産額 148,022円62銭

１株当たり四半期純利益 14,756円62銭

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
14,427円26銭

１株当たり純資産額     98,248円15銭

１株当たり四半期純利益     17,606円69銭

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
   16,351円97銭

１株当たり純資産額 153,707円57銭

１株当たり当期純利益金額 18,056円47銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
 17,779円57銭

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年11月30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）

１株当たり四半期（当期）純利益金額

四半期（当期）純利益（千円） 3,552,575 9,290,913 4,617,242

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)

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（千円）
3,552,575 9,290,913 4,448,242

期中平均株式数（株） 240,744 527,692 246,351

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 5,496 40,491 45,439

（うち旧商法に基づき発行された新

株式引受権付社債の新株引受権にか

かる増加数）

－ (77) (40)

（うち新株予約権） (5,496) (40,414) (45,399)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（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 530株

平成17年５月25日

定時株主総会決議

新株予約権 4,470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

 

－ 24 －



 (重要な後発事象)

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

　　　当社の連結子会社であるアセット・イン

ベスターズ株式会社（以下「同社」）にお

ける平成17年12月5日開催の取締役会にお

いて、欧州を中心とする海外市場（但し、

米国を除く。）において私募を行う2010年

12月22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いたしました。

1.発行総額 ： 5,000百万円

2.発行価額 ： 額面金額の100％

(各社債額面金額5百万円)

3.募集価格 ： 額面金額の102.5％

4.利息 ： 利息は付さない

5.償還期限 ： 2010年12月22日

（ロンドン時間） 

6.払込期日及び発行日：2005年12月22日

(ロンドン時間)

7.資金使途 ： マーチャント・バンキング

事業の資金に充当するため

8.担保又は保証 :　なし

9.発行する新株予約権の総数 ： 1,000個

10. 新株予約権の行使請求期間 ：

 2006年1月5日（ルクセンブルグ時間）か

ら2010年12月8日の本新株予約権の行使の

ために本新株予約権付社債が預託された場

所の銀行営業終了時までとする。但し、

2010年12月8日までに本社債の社債要項に

定める事由の発生に基づき同社の選択に

よって本新株予約権付社債が繰上償還され

た場合には、当該償還日の東京における3

営業日前の上記の場所の銀行営業終了時ま

でとする。但し、同社が当該償還日に本社

債全額の償還を行えない場合又は本新株予

約権付社債の所持人が債務不履行事由が発

生したことを理由として同社に対して本新

株予約権付社債について期限の利益を喪失

せしめる旨の通知をした場合には、本新株

予約権の行使請求期間は、期限が到来した

本社債の元本金額全額を本新株予約権付社

債の所持人が受領した日（2010年12月8日

より前の日であることを要する。）に終了

する。

11.新株予約権の行使に際して払込をなす

べき額：

①新株予約権1個の行使に際して払込をな

すべき額は、本社債の発行価額と同額とす

る。

②本新株予約権の行使に際して払込をなす

べき同社普通株式1株当たりの額は当初413

円とする。

　尚、商法341条ノ3第1項第7号及び第8号

により、新株予約権を行使したときは、当

該新株予約権に係る社債の金額の償還に代

えて、当該新株予約権の行使に際して払込

をなすべき額の金額の払込とする請求が

あったものとみなす。

12.繰上償還条項 ： 

大阪証券取引所における同社普通株式の終

値が、当該各取引日において30連続取引日

（終値の無い日を除く）にわたり、当該各

取引日において適用のある転換価額の

　　当社は、中国最大手の総合金融グループで

ある中国中信集団公司（以下「CITIC」）の子

会社である金融持株会社グループ企業である

金融持株会社CITIC International 

Financial Holdings Limited（香港証券取引

所上場、以下「CIFH」）との間で、CIFHの子

会社である投資運用会社CITIC International 

Asset Managemant Limited（以下「CIAM」）

に関し、CIFHからの株式譲渡およびCIAMが実

施する第三者割当増資の引受を行うことを通

じて、今後２年間でCIAMへ25％、総投資額約

583百万HK$の資本参加をすることにつき、平

成18年12月4日に基本合意契約をいたしまし

た。

　本契約の締結は、CITICグループとの連携に

よりアジア・パシフィック地域におけるマー

チャント・バンキング事業を一層拡大するこ

とを目的としております。　　

　尚、平成18年12月28日には基本合意に定めた

当社総投資額の40％の払込を完了して下記の

とおりCIAM株式を取得しております。

１．取得価額　3,452百万円　（233百万HK$)

２．取得株数　　　　　　　 554,416,920株

３．取得後の議決権比率　　　　　　25.0％

 

CIAMの概要

１．本社　香港

２．総資産　2005年度末　1,393百万HK$

３．業績　　2005年度　営業収益　95百万＄

　　　　　　　　　　　純利益　　49百万＄

 

　　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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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

　　120％以上であった場合、社債額面金額に

て繰上償還可能、等一定の場合について繰

上償還が可能。
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平成19年２月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）

 
平成19年１月10日

会社名　アセット・マネジャーズ株式会社　　　　　　　上場取引所　　　　大（ヘラクレス市場）

コード番号　２３３７　　　　　　　　　　　　　　　　本社所在都道府県　東京都

（ＵＲＬ　http://www.assetmanagers.co.jp）

問い合わせ先　　責任者役職名　代表執行役ＣＯＯ

氏　　　　名　中原　滋　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ（０３）３５０２－４８００

１．四半期財務・業績の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無　　　　　　：　無

２．平成19年２月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年３月１日～平成18年11月30日）

(1）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　（百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益
四半期（当期）

純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年２月期第３四半期 15,953 (76.1) 12,815 (132.9) 12,326 (140.0) 7,085 (135.8)

平成18年２月期第３四半期 9,059 (134.9) 5,502 (97.9) 5,136 (95.4) 3,005 (99.9)

（参考）平成18年２月期 11,945 (137.7) 6,973 (97.0) 6,513 (93.8) 3,802 (95.3)

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成19年２月期第３四半期 13,427 75 12,470 83

平成18年２月期第３四半期 12,484 29 12,205 64

（参考）平成18年２月期 14,748 73 14,522 56

　（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率

２．期中平均株式数 19年２月期第３四半期 527,692株 18年２月期第３四半期 240,744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。

 平成18年２月 246,351株

(2）財政状態の変動状況

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19年２月期第３四半期 93,941 44,134 46.9 83,405 70

平成18年２月期第３四半期 65,739 37,952 57.7 144,062 52

（参考）平成18年２月期 62,214 38,870 62.5 146,865 92

 （注）１．期末発行済株式数　平成19年２月期第３四半期　528,906株　平成18年２月期第３四半期 263,563株

　　　 　　　　　　　　　　  平成18年２月期　263,633株　

 　　　２．自己株式数　　　　平成19年２月期第３四半期　240株　平成18年２月期第３四半期　120株

　　　 　　　　　　　　　  　平成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。
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［参考］

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

１株当たり年間配当金
 

期末

百万円 百万円 百万円 円　 銭 円　 銭

通期 18,500 12,350  7,100  1,800 00 3,000 00

　（参考）　１株当たり予想当期純利益（通期）13,430円03銭

　業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざ

まな要因によって予想数値と異なる場合があります。
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４．【四半期財務諸表】

①【四半期貸借対照表】

前第３四半期会計期間末

（平成17年11月30日現在）

当第３四半期会計期間末

（平成18年11月30日現在）

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 14,148,537 10,132,574 10,318,521

２．売掛金 295,397 169,314 192,839

３．たな卸資産 ※２ 7,678,760 8,440,510 6,140,359

４．営業投資有価証券
※２

※３
10,400,342 25,917,942 16,172,714

５．営業出資金 ※３ 27,500 16,762,859 10,975,313

６. 営業貸付金 ※３ 4,750,000 6,700,000 4,696,000

７. 有価証券 8,680,864 － －

８. 出資金 443,100 － －

９．匿名組合出資金 7,579,687 － －

10．前渡金 － 864,000 781,000

11. 関係会社短期貸付金 5,494,389 4,028,502 380,000

12. 繰延税金資産 － 1,501,300 －

13．その他流動資産 679,905 578,191 554,682

流動資産合計 60,178,487 91.5 75,095,195 79.9 50,211,430 80.7

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１ 164,263 264,804 185,654

(2）無形固定資産 7,894 45,954 7,894

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※２ 1,729,704 5,457,615 2,209,113

２．関係会社株式 351,420 1,890,923 1,091,420

３．関係会社出資金 141,244 5,647,244 4,710,580

４．関係会社長期貸付

金
2,877,502 4,778,160 3,572,502

５．その他投資その他

の資産
288,852 761,705 225,601

投資その他の資産合

計
5,388,723 18,535,648 11,809,218

固定資産合計 5,560,881 8.5 18,846,407 20.1 12,002,767 19.3

資産合計 65,739,368 100.0 93,941,602 100.0 62,214,198 100.0
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前第３四半期会計期間末

（平成17年11月30日現在）

当第３四半期会計期間末

（平成18年11月30日現在）

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 113,940 12,878 5,817

２．短期借入金 ※２ 13,447,200 12,865,000 9,468,850

３．１年以内返済予定長

期借入金
※２ 2,637,300 7,995,232 2,788,637

４．１年以内償還社債 － 200,000 －

５．未払金 29,442 24,822 17,121

６．未払法人税等 1,676,360 4,873,287 2,327,232

７．繰延税金負債 197,291 － 198,794

８．役員賞与引当金 － 266,249 －

９．その他流動負債 1,019,852 3,152,917 910,161

流動負債合計 19,121,388 29.1 29,390,386 31.3 15,716,614 25.3

Ⅱ　固定負債

１. 社債 － 800,000 －

２．新株予約権付社債 10,000 13,010,000 10,000

３．長期借入金 ※２ 8,563,100 6,482,828 7,513,712

４．繰延税金負債 47,372 20,574 69,887

５．その他の固定負債 45,244 102,855 33,903

固定負債合計 8,665,717 13.2 20,416,257 21.7 7,627,503 12.2

負債合計 27,787,106 42.3 49,806,644 53.0 23,344,118 37.5
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前第３四半期会計期間末

（平成17年11月30日現在）

当第３四半期会計期間末

（平成18年11月30日現在）

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 16,363,605 24.9 － － 16,364,622 26.3

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 16,209,845 － 16,210,868

資本剰余金合計 16,209,845 24.7 － － 16,210,868 26.1

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金 178 － 178

２．四半期（当期）未処

分利益
4,786,820 － 5,583,672

利益剰余金合計 4,786,999 7.3 － － 5,583,850 9.0

Ⅳ　その他有価証券評価額

差額金
628,244 0.9 － － 747,169 1.2

Ⅴ　自己株式 △36,431 △0.1 － － △36,431 △0.1

資本合計 37,952,262 57.7 － － 38,870,079 62.5

負債・資本合計 65,739,368 100.0 － － 62,214,198 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１.資本金 － － 16,494,182 17.6 － －

　２.資本剰余金

（１）資本準備金 － 16,340,428 －

資本剰余金合計 － － 16,340,428 17.4 － －

　３.利益剰余金

 （１）利益準備金 － － －

（２）その他利益剰余金 － 11,392,613 －

　 繰越利益剰余金 － 11,392,613 －

 利益剰余金合計 － － 11,392,613 12.1 － －

　４.自己株式 － － △36,431 △0.0 － －

株主資本合計 － － 44,190,792 47.0 － －

Ⅱ　評価・差額金等合計

　１.その他有価証券評価

差額金
－ － 43,020 0.1 － －

　２.繰延ヘッジ損益 － － △140,055 △0.2 － －

 評価・差額金等合計 － － △97,034 △0.1 － －

Ⅲ　新株予約権 － － 41,199 0.0 － －

 純資産合計 － － 44,134,957 47.0 － －

 負債純資産合計 － － 93,941,602 100.0 － －
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②【四半期損益計算書】

前第３四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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 9,059,182 100.0 15,953,392 100.0 11,945,514 100.0

Ⅱ　売上原価 2,226,950 24.6 804,038 5.0 2,951,885 24.7

売上総利益 6,832,231 75.4 15,149,354 95.0 8,993,628 75.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※４ 1,329,796 14.7 2,333,622 14.6 2,020,400 16.9

営業利益 5,502,435 60.7 12,815,731 80.3 6,973,227 58.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 199,292 2.2 309,226 1.9 294,310 2.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 565,703 6.2 798,055 5.0 754,156 6.3

経常利益 5,136,024 56.7 12,326,902 77.3 6,513,381 54.5

Ⅵ　特別損失 ※３ －  －  55,675 0.5

税引前四半期（当
期）純利益

5,136,024 56.7 12,326,902 77.3 6,457,705 54.1

法人税、住民税及び
事業税

2,306,421 6,438,197 2,900,236

法人税等調整額 △175,921 2,130,500 23.5 △1,197,011 5,241,185 32.9 △244,907 2,655,329 22.2

四半期（当期）純利
益

3,005,524 33.2 7,085,716 44.4 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 370,248 633,631 370,248

四半期（当期）未処
分利益

4,786,820 11,392,613 5,583,672
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③【四半期株主資本等変動計算書】

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

第３四半期会計期間中の変

動額

新株の発行 129,560 129,560 － 129,560 － － － － － 259,120

剰余金の配当 － － － － － － △1,107,953 △1,107,953 － △1,107,953

役員賞与 － － － － － － △169,000 △169,000 － △169,000

特別償却準備金の取崩 － － － － － △178 178 － － －

第３四半期純利益 － － － － － － 7,085,716 7,085,716 － 7,085,716

株主資本以外の項目の第

３四半期会計期間中の変

動額（純額）

 

－ － － － － － － － － －

第３四半期会計期間中の変

動額合計

（千円）

129,560 129,560 － 129,560 － △178 5,808,941 5,808,763 － 6,067,882

平成18年11月30日　残高

（千円）
16,494,182 16,340,428 － 16,340,428 － － 11,392,613 11,392,613 △36,431 44,190,792

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 － － － － 259,120

剰余金の配当 － － － － △1,107,953

役員賞与 － － － － △169,000

第３四半期純利益 － － － － 7,085,716

株主資本以外の項目の第３四

半期会計期間中の変動額（純

額）

 

△704,148 △140,055 △844,203 41,199 △803,004

第３四半期会計期間中の変動額

合計

（千円）

△704,148 △140,055 △844,203 41,199 5,264,877

平成18年11月30日　残高

（千円）
43,020 △140,055 △97,034 41,199 44,134,957
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

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

四半期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

四半期決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

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

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

　　他第３四半期財務諸表（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

　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「９.その他財務諸

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。

(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

　販売用不動産については、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通り

であります。

建物 ８～41年

工具,器具及び備品 ３～15年

有形固定資産

同左 

 

 無形固定資産

 定額法

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

 ソフトウェア　　　　５年

有形固定資産

同左

  

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。

株式交付費

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

き当第３四半期会計期間負担額を

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
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

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、金利スワップ

及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。

 

(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

(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。

(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。

 

 (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・・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

(3）ヘッジ方針 

同左

(4）ヘッジ有効性の評価の方法 

 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

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 

 

 

(4）ヘッジ有効性の評価の方法 

同左

 

 

 

 

７．その他第３四半期財務諸

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

当第３四半期会計期間の期間費用

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

同左 

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
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

(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」「営業匿名組合出資金」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

ている要件及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

ている要件及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

 

(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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四半期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３月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

―――――

 

（役員賞与に関する会計基準）

  当第３四半期会計期間より「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

前四半期純利益は266,249千円減少しており

ます。

 

（ストック・オプション等に関する会計基

準）

　当第３四半期会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企業会

計基準第８号　平成17年12月27日）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」（企業会計基準適用指針第11号

　平成17年12月27日）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四半期純利

益は41,199千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）

 当第３四半期会計期間より、「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

44,233,813千円であります。

 

（自己株式及び準備金の額の減少に関する会計

基準）

  当第３四半期会計期間より、「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

前第３四半期会計期間
（自　平成17年３月１日 
   至　平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日 
   至　平成18年11月30日）

 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、前第３四半期会計期間まで「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

証券を当第３四半期会計期間より「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

6,603,301千円及び7,851,714千円増加しております。また、前第３四

半期会計期間において「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5,845,581千円であります。

　（四半期貸借対照表関係）

　当第３四半期会計期間において、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

第３四半期会計期間まで「営業出資金」（当第３四半期会計期間末9,600

千円）及び「出資金」（当第３四半期会計期間末473,500千円）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、当第３四半期会

計期間より「営業投資有価証券」として表示し、前第３四半期会計期

間まで「関係会社出資金」（当第３四半期会計期間末5,647,244千円）

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、当第３四半期会計期間より「関係会社株

式」として表示しております。

　

  前第３四半期会計期間まで「匿名組合出資金」（当第３四半期会計

期間末7,735,561千円）及び「有価証券」（当第３四半期会計期間　

492,339千円）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、及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」及び「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、当社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。
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末

（平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間末

（平成18年11月30日）

前事業年度

（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

                  39,804千円 　　　　　　　　　　　88,485千円 　　　　　　   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　5,071,817千円

 　　　　営業投資有価証券

 　　　　　　　　　　1,504,000千円

 　　　　有価証券　　　585,000千円

 

担保権によって担保される債務

 　　　  短期借入金　　585,000千円

一年以内返済予定長期借入金　

　　　　　　1,047,200千円

長期借入金　4,002,400千円

※２　担保提供資産及び対応債務

担保に供している資産

 　　　　販売用不動産

 　　　　　　　　　　　 6,390,823千円

 　　　　営業投資有価証券　 

             　 　　    1,212,000千円

         投資有価証券  　 352,537千円

 　　　担保権によって担保される債務　　　　

　

 　　　  短期借入金　　　 820,000千円

一年以内返済予定長期借入金　

　　　　　　　 5,488,000千円

長期借入金　   4,769,500千円

上記の他、社債1,000,000千円に係る

銀行保証に対して投資有価証券

490,000千円を差し入れております。

※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

 　　　　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

 　　　担保権によって担保される債務　　　　

　

 　　　  短期借入金　　585,000千円

一年以内返済予定長期借金

            1,120,000千円

長期借入金　3,180,000千円

 

  ※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

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
 

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

株式 480,786 3,234,791 3,715,577

債券 - 2,510,000 2,510,000

匿名組合

出資金等

（注）

11,013,111 8,679,253 19,692,364

合計 11,493,897 14,424,044 25,917,942

（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

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
 

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計 

匿名組合

出資金
16,279,759 - 16,279,759

出資金 443,500 9,600 483,100

合計 16,753,259 9,600 16,762,859

 

（3）営業貸付金

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
 

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

貸付金 300,000 6,400,000 6,700,000

 

 ※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

　　　　　　　　　　　　　　　（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）

5,747,498 7,087,527 12,835,025

合計 5,862,598 10,310,115 16,172,714

（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

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
 

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計 

匿名組合

出資金
9,879,213 - 9,879,213

出資金 1,068,600 27,500 1,096,100

合計 10,947,813 27,500 10,975,313

 

（3）営業貸付金

　　　　　　　　　　　　　　　（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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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年11月30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）

※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　　   　 190,957千円

受取配当金　　　  　2,627千円

受取利息　　　  　140,253千円

受取配当金　　　　114,599千円

デリバティブ利益　 47,857千円

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　　    296,844千円

新株発行費　　　116,968千円

社債発行費　     20,353千円

為替差損　　     63,490千円

支払利息　　　　443,241千円

社債利息　　      2,992千円

株式交付費　　　 16,856千円

社債発行費　 　　50,034千円

為替差損　　 　 158,215千円

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 

13,463千円 

※４　有形固定資産の減価償却実施額 

31,418千円 

※４　有形固定資産の減価償却実施額

19,588千円
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（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年11月30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）

１株当たり純資産額 144,062円52銭

１株当たり四半期純利益 12,484円29銭

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
12,205円64銭

１株当たり純資産額 83,405円70銭

１株当たり四半期純利益 13,427円75銭

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
12,470円83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

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

前第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年11月30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）

１株当たり四半期（当期）純利益金額

四半期（当期）純利益（千円） 3,005,524 7,085,716 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)

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（千円）
3,005,524 7,085,716 3,633,376

期中平均株式数（株） 240,744 527,692 246,351

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額

四半期（当期）純利益調整額

（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） 5,496 40,491 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）

－ (77) (40)

（うち、新株予約権付社債の新株予

約権にかかる増加数）
(5,496) (40,414) (45,399)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（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 530株

 平成17年５月25日

定時株主総会決議 

新株予約権 4,470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）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年11月30日）

前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

───── 　　当社は、中国最大手の総合金融グループ

である中国中信集団公司（以下「CITIC」）の

子会社である金融持株会社グループ企業であ

る金融持株会社CITIC International 

Financial Holdings Limited（香港証券取引

所上場、以下「CIFH」）との間で、CIFHの子

会社である投資運用会社CITIC 

International Asset Managemant Limited

（以下「CIAM」）に関し、CIFHからの株式譲

渡およびCIAMが実施する第三者割当増資の引

受を行うことを通じて、今後２年間でCIAMへ

25％、総投資額約583百万HK$の資本参加をす

ることにつき、平成18年12月4日に基本合意契

約をいたしました。

　本契約の締結は、CITICグループとの連携に

よりアジア・パシフィック地域におけるマー

チャント・バンキング事業を一層拡大するこ

とを目的としております。　　

　尚、平成18年12月28日には基本合意に定め

た当社総投資額の40％の払込を完了して下記

のとおりCIAM株式を取得しております。

１．取得価額　3,452百万円　（233百万HK$)

２．取得株数　　　　　　　 554,416,920株

３．取得後の議決権比率　　　　　　25.0％

 

CIAMの概要

１．本社　香港

２．総資産　2005年度末　1,393百万HK$

３．業績　　2005年度　営業収益　95百万＄

　　　　　　　　　　　純利益　　49百万＄

 

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。

－ 42 －


