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１．平成18年11月期の連結業績（平成17年12月１日～平成18年11月30日）

(1）連結経営成績 （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。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月期 17,255 ― 1,197 ― 1,004 ―

17年11月期 4,333 ― 48 ― 27 ―

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年11月期 1,425 ― 13 62 10 01 18.3 3.8 5.8

17年11月期 △2,089 ― △29 97 ― ― △61.0 0.3 0.6

（注）①持分法投資損益 18年11月期 △54百万円 17年11月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年11月期          104,624,665株 17年11月期 69,718,255株

③会計処理の方法の変更 無

④平成17年９月９日開催の臨時株主総会の決議により、決算期を従来の３月末日から11月末日に変更いたしました。
従いまして、前期は平成17年４月１日から平成17年11月30日の８ヶ月決算となっておりますので、前期との比較
は行っておりません。

(2）連結財政状態 （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11月期 39,614 22,647 22.2 80 54

17年11月期 13,845 6,770 48.9 66 00

（注）期末発行済株式数（連結） 18年11月期          109,260,133株 17年11月期 102,575,627株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年11月期 △13,930 △489 12,258 4,273

17年11月期 △2,374 △690 8,605 6,404

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 27社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 4社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 25社 （除外） 1社 持分法（新規） 4社 （除外） 0社

２．平成19年11月期の連結業績予想（平成18年12月１日～平成19年11月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 5,152 △116 205

通　期 13,630 838 1,110

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　10円16銭

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

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当連結会計年度末時点において、当社及び連結子会社27社（株式会社サンマリ、株式会社イン

タービジョンコンソーシアム、マカオ・プロパティ・マネジメント株式会社及び日本アセットアドバンス株式会社

他23社（投資事業組合含む））で構成されており、投資事業、不動産事業、経営戦略支援事業、国際投資事業及び

小売事業を主要な業務としております。

　当企業集団の事業の内容及び事業の種類別セグメントとの関連は以下のとおりであります。

事業の種類別セグメント 事業の内容

 投資事業

（当社が実施）

・主にエクイティ投資によるリスクマネーの供給

・プライベートエクイティファンドの組成、運営

・不動産、債権の証券化

 不動産事業

（当社及び日本アセットアドバンス株式会社が実施）

・不動産（管財物件、底地権等）のコンサルティング

・不動産の売買、企画、コンバージョン、リノベーション及び販売

・リバースモーゲージ業務

・信託受益権の販売業務

 経営戦略支援事業

（当社及び株式会社インタービジョンコンソーシアムが実施）

・投資対象企業に対するコンサルティング及び価値向上

・企業再編のコンサルティング

・財務コンサルティング

・Ｍ＆Ａの仲介

・上記に関連した投資

・ベンチャーキャピタル業務

 国際投資事業

（当社及びマカオ・プロパティ・マネジメント株式会社が実施）

・アジア地域を中心とした海外における有価証券及び不動産への投資

・上記事業に係る投資事業組合の組成・運営

 小売事業
　株式会社サンマリは、東北地区において地域密着型小型スーパー「サンマ

リ」の経営を行っております。
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 〔事業系統図〕

 　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 
投資家 

経営戦略支援

事業 

未公開企業投資 

企業再生支援等 

一    般    消    費    者 

シグマ・ゲイン㈱ 

融資 投資 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

投資 

相互連携 

投資 

金融機関 

小売事業 投資事業 不動産事業 国際投資事業 

㈱ｲﾝﾀｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 
ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

投資 

㈱サンマリ 

販売 

上場企業株式等 不動産等 

日本アセット

アドバンス㈱ 

投資 投資 

ﾏｶｵ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ 
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 

海外不動産・ 

株式等 

投資 
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２．経営方針
①　当社グループの経営の基本方針

　・各構成員が高度な専門知識をもつプロフェッショナル集団であり、さまざまな和(シグマ)を通じて企業価値を高め、

その結果として、社会に貢献すること。

　・商品開発力と調達力を両輪として、新しい金融ビジネスモデルを構築し、また、社会に良質なサービスを提供でき

る企業となるために、常に組織及び社員とも進化し続けること。　

　・調達した資金を投資対象となる株式・債券・不動産等に投資し、各事業部で価値を向上させた上で売却もしくは保

有により、事業収益とキャピタルゲインのサイクルを実現させ、当社グループの企業価値そのものを高めていくこ

と。

②　利益配分に関する基本方針

　当社は、当連結会計年度において累積損失を一掃いたしました。

　今後は、事業年度毎に、当社を取り巻く内外の環境、業績及び財務状況等を総合的に考慮して、柔軟に配当政策を

決定していく方針であり、当面、配当性向20％から30％程度を目安といたします。

　当連結会計年度は、黒字化を達成したことをふまえ、１株あたり３円の配当の実施を、平成18年11月期に関する定

時株主総会の議案として上程させていただく予定であります。

③　目標とする経営指標

　当社グループの経営は資金効率を重視しつつ、利益率の追及を目指しております。その上で売上高総利益率、売上

高経常利益率等の指標について、高水準の確保を目指すべく努力しております。

　また、株式市場において調達した資金を効率的に運用することにも重点を置いており、ＲＯＥ（株主資本利益率）

を最大化するための諸施策を実施してまいります。

④　中長期的な経営戦略と課題

　経営の基本方針に基づき、当社グループの企業価値の向上を図るために以下の中長期的方針を推進してまいります。

（投資事業）

　投資事業におきましては、財務などの観点から高いリターンが予想される有価証券（主に上場有価証券）に対し、

ファンド等の集団投資スキームを活用して投資を行い、キャピタルゲインを主体としたリターンの獲得に努めます。

　このためには、証券・金融業界及び富裕層（主に企業オーナー）に対するネットワークの深化と情報収集が不可

欠であり、そのための人材を中心とした経営資源の確保を図ります。

　また、これまでの各事業パートナー及びクライアントとの一層の関係強化により、高いリターンが期待可能な投

資案件を組成し、自己投資においては十分なリスク分散を図り、投資スキームの組成・運営から得られる組成運営

報酬及び成功報酬の獲得を図るとともに、ファンド等の平均残高の拡大を図り、安定収益の確保を目指します。

　今後も引き続き、投資対象の分散化を図りつつ、投資効率を一層、高めていく所存であります。

（不動産事業）

　不動産事業におきましては、好立地で投資魅力の高い物件を中心に投資対象不動産を開拓し、売買、開発及び賃

貸による収益獲得に努めます。このためには、不動産業界に対するネットワークの深化と情報収集が不可欠であり、

そのための人材を中心とした経営資源の確保を図ります。

　また、競売物件、管財物件、その他活性化を要する物件に対する投資を重点的に行い、不動産購入コストを抑え

ることにより投資効率を高めてまいります。
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（経営戦略支援事業）

　経営戦略支援事業におきましては、株式公開を目指す企業、再生を必要としている企業、未公開企業等への投資

を行うとともに、投資対象企業が必要とする経営戦略支援等のコンサルティングサービスを提供し、投資対象企業

の企業価値を高め、早期の株式公開等による投資回収を図ります。このためには、有望な投資対象企業の発掘及び

育成のためのコンサルティングスキルを有する人材の確保が不可欠であり、金融・証券・コンサルティング・ベン

チャー企業投資等におけるネットワークの深化を図ります。

　また、Ｍ＆Ａによる経営資源の獲得を重要課題としており、企業統合シナジーが得られる案件の場合、当社が自

らＭ＆Ａにより事業拡大を図る他、当社の投資先企業又はコンサルティングサービス提供先企業において企業統合

シナジーが見込まれる場合には、Ｍ＆Ａの仲介業務を行い、手数料収益を獲得いたします。

（国際投資事業）

　国際投資事業におきましては当連結会計年度より事業展開を開始し、当初は特に成長が期待されるアジア地域で

の投資を積極的に行っていく予定であります。現在、その第一号案件として、成長著しく急激に変貌を遂げている

「中国のマカオ市内における高級高層コンドミニアムの開発投資」に着手しております。

　当該事業における物件は現時点の計画では2009年12月を予定しておりますが、それ以前において早期の投資回収

を図れるよう、国内外における販売活動を展開してまいります。

（小売事業）

　小売事業におきましては、株式会社サンマリが現在仙台市を中心に展開している地域密着型小型スーパーの事業

拡大を図ることを当面の課題としております。

　株式会社サンマリはコンビニ感覚の生鮮スーパーとして、小商圏マーケットを対象に高頻度でご利用頂くことを

特色としており、この経営ノウハウを他地域で展開することが可能と考えております。

　小売業は競争の激しい業界であり、特色のない業態は淘汰される傾向にありますが、消費者に支持を得られる業

態を他企業との提携等により推進してまいります。
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３．経営成績および財政状態
①　経営成績

　当連結会計年度における我が国経済は、引き続き企業収益の改善が顕著となっていることを背景として、設備投資

及び個人消費も上向きに転じており、持続的拡大の方向で推移いたしました。一方、原油価格の上昇や金融緩和策の

影響等、今後の経済の先行きに関する不確実要因も存在しております。

　国内株式市場においては、ライブドア事件を契機とした新興市場における株価の大幅下落等の要因により調整局面

にありますが、中長期的には日経平均を鑑みると上昇局面にあると思われます。

　また不動産市況においては、都心部を中心に不動産投資ファンド等の旺盛な不動産需要を背景として地価の高騰が

顕著となっており、オフィスビル賃料相場の上昇等、全体として活況を呈しております。

　このような中で当社グループは、投資事業、不動産事業、経営戦略支援事業、国際投資事業及び小売事業に積極的

に取り組む一方で、旧来の非事業用資産及び負債の整理を行ってまいりました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は17,255,110千円、営業利益は1,197,328千円、経常利益は1,004,720千円、当

期純利益は1,425,241千円となりました。これにより平成10年３月期以来長期間継続しておりました赤字体質を解消し、

11期ぶりに黒字化を達成することができました。

　なお、前連結会計年度において決算期を変更し、前連結会計年度は平成17年４月１日から平成17年11月30日までの

８ヶ月決算となっているため、前年同期との比較は行っておりません。

　事業の種類別セグメント別の業績は次のとおりであります。

　（投資事業）

　投資事業につきましては、前連結会計年度から引き続き、国内外の優良な投資対象案件の発掘及び投資を行う

とともに、投資事業組合の組成及び運営を推進してまいりました。

　当連結会計年度におきましては、新たに15件の投資事業組合の組成を実施し、これら投資事業組合からの組成

運営報酬を得ております。これら当社が管理運営する投資事業組合の状況は、下記のとおりであります。

  なお、解散した投資事業組合のうち、既に開示しているものについては記載を省略しております。

名称 投資対象
投資金額

（百万円）

当社出資金額

（百万円）

企業バリューアップ投資

∑６号投資事業組合 国内ベンチャー企業（コンテンツプロデュース業）の株式 120 10

∑８号投資事業組合 上場企業株式投資 867 275

∑12号投資事業組合 未上場企業株式投資 51 50

∑13号投資事業組合 上場企業株式投資 35 0

∑15号投資事業組合 上場企業株式投資 1,017 2

アジア新興市場投資

∑Ｃ号投資事業組合 香港市場新規公開銘柄の転換社債 400 200
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名称 投資対象
投資金額

（百万円）

当社出資金額

（百万円）

 

マカオ関連投資

マカオ・プロパティ投資事

業組合　

マカオ不動産投資 5,003 5,000

マカオ・プロパティ２号投

資事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 1,021 21

マカオ・プロパティ３号投

資事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 485 15

マカオ・プロパティ４号投

資事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 826 9

マカオ・プロパティ５号投

資事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 372 12

マカオ・プロパティ６号投

資事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 207 2

マカオ・プロパティ７号投

資事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 351 11

マカオ・プロパティ８号投

資事業組合　

マカオ不動産投資及び香港上場企業株式投資 1,445 45

 （注）「投資金額」は投資事業組合全体としてのファンド規模であります。投資事業組合の組合員は複数の投資家

から構成されており、当社は業務執行組合員として当該投資事業組合に出資しております。

　また投資事業組合の組成及び管理以外でも純投資を行っており、利益を獲得しております。

　これらの結果、売上高は7,160,770千円、営業利益は582,165千円となりました。

　（不動産事業）

　不動産事業におきましては、当連結会計年度において、不動産の売買及び開発に積極的に取り組む一方で、同

事業の強化を図るべく、平成18年4月に日本アセットアドバンス株式会社を子会社化しております。また、東京都

港区六本木に賃貸ビルを有するシグマビルディング株式会社の全株式を取得いたしました。これらにより一層、

収益獲得機会が拡がり、今後の収益力強化につながるものと認識しております。

　これらの結果、売上高は4,442,476千円、営業利益は266,702千円となりました。

　（経営戦略支援事業）

　経営戦略支援事業におきましては、当連結会計年度において、再生を必要としている未公開企業を対象とした

総合的なコンサルティング及び純投資を積極的に行い、売上高増大及び利益獲得に貢献いたしました。

　これらの結果、売上高は2,048,768千円、営業利益は1,027,253千円となりました。

　（国際投資事業）

　国際投資事業におきましては、当連結会計年度より事業展開を開始し、そのスタートとなる事業として中国の

マカオ市における不動産開発事業に着手いたしました。当該事業は大きな収益性が期待されますが、事業の開始

から間もないため、連結調整勘定償却等、初期投資による費用が発生いたしました。

　この結果、当連結会計年度において売上高は計上されておりませんが、営業利益は△370,890千円となりました。

　（小売事業）

　小売事業におきましては、子会社である株式会社サンマリで仙台市を中心に地域密着型スーパー「サンマリ」

を展開しており、当連結会計年度の業績は堅調に推移しております。

　この結果、売上高は3,749,908千円、営業利益は13,071千円となりました。
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　（その他事業）

　株式会社渋谷ビジネスホテルにおいて「渋谷ビジネスホテル」を運営しておりましたが、会社グループ内での

経営資源の集中と選択を図るために、平成18年6月に当社は同株式をグループ外へ全株売却し、同事業からは撤退

しております。

　当連結会計年度における売上高は69,761千円、営業利益は△56,749千円となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益の計上1,225,946千円、有形固定資産の売

却による収入1,247,700千円、社債の発行による収入4,903,545千円及び少数株主からの払込による収入7,012,764千円

というプラス要因はありましたが、中国マカオ市における投資等を中心とした積極投資を進めたことによる営業投資

有価証券の増加11,401,215千円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,448,767千円があり、その結果

前連結会計年度末に比べ2,131,762千円減少し、当連結会計年度末は4,273,105千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは13,930,075千円の減少となりました。

　これは主に、税金等調整前当期純利益の計上1,225,946千円があった一方、主に中国マカオ市における投資等に伴

う営業投資有価証券の増加11,401,215千円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローは489,209千円の減少となりました。

　これは主に、当期において旧業態（「ナカヌキヤ」の名称での小売業）の店舗設備等の非事業資産を売却したこ

とによる収入（有形固定資産の売却による収入）1,247,700千円があった一方、連結範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出2,448,767千円があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローは12,258,053千円の増加となりました。

　これは主に、当社の社債の発行による収入4,903,545千円に加え、当連結会計年度より当社が管理運営する投資事

業組合の一部を連結の範囲に加えたことにより投資事業組合への当社以外の投資家からの出資等7,012,764千円を

「少数株主からの払込による収入」に計上したことによるものであります。

（キャッシュ・フロー指標）

　当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。

平成17年11月期 平成18年11月期

株主資本比率（％） 48.9 22.2

時価ベースの株主資本比率（％） 379.3 33.1

債務償還年数（年） ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ―

（注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

株主資本比率　　　　　　　　　　　　　株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率　　　　　　　株式時価総額／総資産

債務償還年数　　　　　　　　　　　　　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　　　営業キャッシュ・フロー／利払い

２．株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。

３．算出の結果数値がマイナスとなる場合には「―」で表記しております。

４．当社は平成17年11月期より連結財務諸表を作成しております。
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③　事業等のリスク

　当社の経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。当社は、これ

らのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応につとめる所存であります。なお、下

記記載リスク項目は、当社に関するすべてのリスクを網羅したものではありません。

＜投資事業＞

ａ．有価証券の価格変動リスクについて

　当社グループは、株式をはじめとする価格変動リスクを有する商品への投資を行っております。当社グループ

としては、価格変動リスクを低減するための諸施策を実施し、当該リスクを極力抑えた投資を行う方針でありま

すが、上場有価証券においては、市況の動向や個別銘柄の価格変動要因により当社投資銘柄の価格が変動し、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。

ｂ．資金調達について

　当社グループは、有価証券等への投資を行うにあたり、資金調達を実施する必要がある場合があります。現在

のところ、有価証券については金融機関からの借入金による調達を採用しておらず、自己資金及びエクイティ資

金を主体に投資をしておりますが、金融情勢の変化等により必要な資金調達を実施することが困難になり、投資

機会を失う可能性があります。

ｃ．法的規制について

　当社グループが現在実施している投資事業は、金融商品取引法が施行された場合には、第二種金融商品取引業

者として登録が必要となる可能性があります。当社グループが事業を展開するにあたって必要な登録ができない

場合、一定の事由により登録が取消された場合、事業活動が妨げられる可能性があります。

ｄ．投資事業組合等による投資について

　当社グループは、多額の資金を必要とする投資案件に関しては、当社グループのリスクを低減するために当社

グループが全額自己資金で投資するのではなく、投資事業組合等を組成し、複数の組合員によりリスクを分散さ

せた投資を実施しております。投資事業組合等の組成には、その運営管理を行うファンドマネージャーの能力等

により投資家の信用を得ることが不可欠でありますが、投資家の期待する投資実績を確保できない場合、十分な

投資を得られない可能性があります。

＜不動産事業＞

ａ．不動産の保有リスクについて

　不動産への投資には通常、多額の資金を必要とし、価格変動リスクも高いことから、当社グループが自己資金

で不動産への投資を行う場合、対象不動産の選定は十分に検討を行い、投資利益の獲得の可能性の高い物件を購

入しております。しかしながら、不動産価格の動向や投資不動産の固有の状況によっては、当社グループが所有

する不動産の価格が変動し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社の保有する不動産に災害等による毀損、滅失が生じた場合、当社に損失が発生する可能性がありま

す。

ｂ．資金調達について

　当社グループは、不動産への投資を行うにあたり、必要な資金調達を実施する必要があります。必要な資金調

達が行えず、投資機会を逸失するリスクについては、投資事業におけるリスクと同様であります。

　また、不動産取引を抑制する政策が実施された場合、不動産投資のための資金調達が困難となる可能性があり

ます。

ｃ．競争の激化について

　不動産業は比較的参入が容易であるため、市場の動向により競争が激化し、当社の業績に影響を与える可能性

があります。特に立地等により収益性が有望である不動産については、その取得をめぐる競争が激しいため、不

動産業界におけるネットワークの構築、情報収集手段の多様化等が不可欠でありますが、そのような競争優位性

を確保できない場合、十分な収益を確保できない可能性があります。

ｄ．法的規制について

　不動産の売買・賃貸の代理、媒介等を行う場合には、「宅地建物取引業法」に基づく許認可が必要であり、当

社グループは同法に従って許認可を取得し、事業を展開しております。また同法以外にも、不動産開発等につい

ても様々な法的規制があります。当社グループが事業を展開するにあたって、必要な許認可を取得できない場合、

また、一定の事由により許認可を失った場合、事業活動が妨げられる可能性があります。

　また、不動産に関する税制が今後改正され、不動産事業における収益性が変動する可能性があります。
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＜経営戦略支援事業＞

ａ．株式公開支援事業について

　当社グループは、株式公開準備企業に対する投資を行うとともに、投資先に対するコンサルティングを行うこ

とにより投資先の企業価値を高め、早期の株式公開を実現することを主要事業と位置づけております。

　投資先の選定を慎重に行うことにより、投資先の株式公開から得られる利益を確保できるよう努めております

が、下記の要因等により同事業の進捗が遅れ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

・同業他社との競合等により有望な投資先の発掘が阻害される可能性

・投資先企業が属する市場の状況や経営資源により株式公開に必要な業績が確保できない可能性

・株式市場の市況が悪化し、新規株式公開が阻害される可能性

ｂ．再生を必要とする企業について

　当社グループは、再生を必要とする企業に対する投資及びコンサルティングを実施しておりますが、今後の景

気動向、金利動向等のマクロ経済要因の好転等により当該企業が減少する可能性があります。

ｃ．人的資源への依存について

　投資先の企業価値を高めるためのコンサルティングは、コンサルティングを実施する人材の能力に大きく依存

すると認識しております。特に株式公開支援事業においては、株式公開に関する実務経験、会計知識及び法律知

識等が要求され、同経験及び知識を併せ持ったスペシャリストが必要であります。今後、経営戦略支援事業にお

いて業績を拡大するためには、良質なコンサルタントの確保が不可欠でありますが、必要な人材の獲得が困難と

なる場合、また、人材の流出が起きた場合においては、同事業の進捗が阻害され、当社の業績に影響を与える可

能性があります。

ｄ．有価証券の価格変動リスクについて

　未上場の有価証券への投資におきましては、投資先の財政状態の悪化等により当社投資銘柄の実質価値が減少

する可能性があります。

＜国際投資事業＞

ａ．為替リスクについて

　国際投資事業は外国為替相場の変動に係るリスクを有しており、外国為替相場の変動は当社の経営成績に重要

な影響を及ぼす可能性があります。当社の連結決算上の報告通貨は日本円ですが、当事業の事業活動に伴う受払

いは日本円以外の通貨により行われるため、日本円に対するその他の通貨の価値の上昇あるいは下落は、取引に

伴う多額の利益又は損失をもたらす可能性があります。

ｂ．カントリーリスクについて

　国際投資事業が展開する事業は、投資地域の政治的、経済的不安定性に起因するリスクを有しております。こ

の投資地域において、予想外の政治的あるいは経済的混乱が生じる場合には、当社の経営成績及び財政状態に重

要な影響が及ぶ可能性があります。

ｃ．事業リスク

　国際投資事業においては、中国マカオにおける不動産開発事業に着手いたしました。このマカオにおける不動

産開発は、技術・資材調達・資金調達・当局による規制などの問題により、工期が遅延するあるいは開発費用負

担が増加する可能性があります。また、この事業は現地のパートナーである事業参加者に実質的な運営を委託し

ております。このため、このオペレーターによる事業運営が適切に行われない場合、当社の経営成績及び財政状

態に重要な影響を及ぼす可能性があります。

＜小売事業＞

ａ．取扱商品について

　主たる取扱商品である食品、とりわけ生鮮食品につきましては、その安全性が疑われる問題が生じた場合、需

給関係に変動が生じることが予想され、消費者の買い控え等が発生し、期待された収益を実現できない可能性が

あります。

ｂ．競争の激化について

　小売業においては、近年特に競争が激化しており、多様な業態の事業者が出現し、特色のない事業者は淘汰さ

れる傾向にあります。特に既存店舗に直接影響を与える可能性のある場所に競合店舗が進出した場合、来店客数

の減少及び売上高・粗利益の低下の可能性があります。

ｃ．新規出店について

　新規出店にあたっては、店舗の収益性を最重要視して賃貸料等の出店条件及び周辺の環境等を勘案して決定す

る方針であります。しかしながら、希望する出店予定地が確保できない等の理由により計画通りの新規出店が進

まない場合、期待された収益を実現できない可能性があります。
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＜当社が「不適当な合併等」の猶予期間に入っていることについて＞

　当社は長期間赤字の計上を余儀なくされていた「ナカヌキヤ」の商号で実施していた家電商品を主体とした小売

事業を平成17年７月に売却し、平成17年7月に宮城県仙台市を中心に展開しているスーパーマーケット「サンマリ」

を運営する株式会社サンマリを子会社化し、さらに平成17年７月に新規事業として投資事業、不動産事業及び経営

戦略支援事業を開始いたしました。

　これにより、株式会社大阪証券取引所から上場時の家電商品を主体とした小売事業としての会社の存続性は失わ

れたと判断され、同行為の結果が「不適当な合併等」（株券上場廃止基準第９項／株券上場廃止基準の取扱い１－

(９)）に該当するとの判断を下され、平成17年７月１日より上場廃止猶予期間に入ることとなりました。

　株式会社大阪証券取引所の規則によれば、「不適当な合併等」と判断された場合でも、直ちに上場廃止となるの

ではなく引き続き上場は維持され、平成20年11月30日までの猶予期間中に「株券上場審査基準に準じて株式会社大

阪証券取引所が定める基準」に適合すると認められた場合には、猶予期間入りから解除され、当社株式の上場が継

続されることとなります。

　当社グループは、長期継続的かつ構造的な赤字体質から脱却し、企業の継続性に対する疑義を払拭し、安定した

経営基盤の確立を実現するため、抜本的かつ包括的な企業再生スキームを慎重かつ多面的に検討し、猶予期間入り

が見込まれる可能性を十分に認識した上で、企業の継続に最大限注力するため、上記の企業改革及び再生を実施い

たしました。

　従って、当社グループは、今後見込まれる株式会社大阪証券取引所による「株券上場審査基準に準じて株式会社

大阪証券取引所が定める基準」に適合し、早期に猶予期間の解除を受けるべく、上記記載の事業により安定かつ継

続的な利益の確保基盤の構築を行うとともに、内部統制向上委員会等を設置し、万全の体制で準備を実施しており

ます。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年11月30日）
当連結会計年度

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  6,404,868   4,465,019   

２．売掛金   38,722   40,366   

３．営業投資有価証券   22,413   2,458,452   

４．販売用不動産 ※１  2,957,085   26,955,821   

５．棚卸資産   97,839   92,343   

６．短期貸付金   1,197,900   ―   

７．預け金   ―   2,003,000   

８．その他   643,402   768,425   

貸倒引当金   △6,216   △1,990   

流動資産合計   11,356,016 82.0  36,781,438 92.8 25,425,422

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※１ 2,763,498   1,042,673    

減価償却累計額及
び減損損失累計額

 2,176,320 587,178  783,452 259,220   

(2）土地
※１
※２

 648,952   317,198   

(3）その他  197,375   172,797    

減価償却累計額及
び減損損失累計額

 153,967 43,408  102,404 70,392   

有形固定資産合計   1,279,538 9.3  646,811 1.6 △632,727

２．無形固定資産         

(1）連結調整勘定   157,996   1,157,263   

(2）その他   14,025   13,226   

無形固定資産合計   172,021 1.2  1,170,490 3.0 998,468

３．投資その他の資産         

(1）長期貸付金 ※１  328,053   ―   

(2）差入保証金 ※１  704,954   640,211   

(3）その他   51,528   423,996   

貸倒引当金   △46,630   △48,462   

投資その他の資産合
計

  1,037,905 7.5  1,015,745 2.6 △22,159

固定資産合計   2,489,466 18.0  2,833,047 7.2 343,581

資産合計   13,845,482 100.0  39,614,486 100.0 25,769,003
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前連結会計年度

（平成17年11月30日）
当連結会計年度

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   400,781   393,741   

２．短期借入金 ※１  2,498,000   3,892,006   

３．一年内返済予定の長
期借入金

※１  34,004   57,600   

４．一年内償還予定の転
換社債

※１  1,250,000   ―   

５．前受金   1,679,138   ―   

６．ポイント割引引当金   31,430   30,374   

７．役員賞与引当金   ―   11,389   

８．繰延税金負債   ―   2,596,120   

９．その他   517,466   1,070,987   

流動負債合計   6,410,820 46.3  8,052,218 20.3 1,641,398

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  32,664   2,480,564   

２．転換社債   ―   5,800,000   

３．再評価に係る繰延税
金負債

※２  16,595   16,595   

４．退職給付引当金   6,909   7,450   

５．役員退職慰労引当金   5,962   8,612   

６．賃借契約損失引当金   334,104   131,994   

７．その他   268,065   469,776   

固定負債合計   664,301 4.8  8,914,993 22.5 8,250,692

負債合計   7,075,121 51.1  16,967,212 42.8 9,892,090
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前連結会計年度

（平成17年11月30日）
当連結会計年度

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  7,043,034 50.9  ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金   4,436,152 32.0  ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金   △4,722,495 △34.1  ― ― ―

Ⅳ　土地再評価差額金 ※２  24,189 0.2  ― ― ―

Ⅴ　自己株式 ※４  △10,520 △0.1  ― ― ―

資本合計   6,770,360 48.9  ― ― ―

負債及び資本合計   13,845,482 100.0  ― ― ―

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   ― ―  7,272,364 18.4 ―

２．資本剰余金   ― ―  223,189 0.5 ―

３．利益剰余金   ― ―  1,138,707 2.9 ―

４．自己株式   ― ―  △11,702 △0.0 ―

　　株主資本合計   ― ―  8,622,560 21.8 ―

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  ―   △3,736   

２．土地再評価差額金 ※２  ―   24,189   

３．為替換算調整勘定   ―   156,443   

　　評価・換算差額等合計   ― ―  176,896 0.4 ―

Ⅲ　少数株主持分   ― ―  13,847,817 35.0 ―

純資産合計   ― ―  22,647,274 57.2 ―

負債純資産合計   ― ―  39,614,486 100.0 ―
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   4,333,770 100.0  17,255,110 100.0 ―

Ⅱ　売上原価   3,464,096 79.9  13,550,771 78.5 ―

売上総利益   869,673 20.1  3,704,339 21.5 ―

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  821,333 19.0  2,507,010 14.5 ―

営業利益   48,339 1.1  1,197,328 7.0 ―

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  25,108   65,334    

２．仕入割引  32,017   ―    

３．賃貸収入  21,695   ―    

４．修繕積立金受取額  ―   25,018    

５．その他  9,095 87,916 2.0 7,475 97,827 0.5 ―

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  36,468   99,407    

２．賃貸原価  20,507   ―    

３．新株発行費  42,656   ―    

４．社債発行費  ―   96,455    

５．持分法投資損失  ―   54,902    

６．その他  8,998 108,631 2.5 39,670 290,435 1.7 ―

経常利益   27,624 0.6  1,004,720 5.8 ―

Ⅵ　特別利益         

  １．固定資産売却益 ※２ ―   789,879    

　２．関係会社株式売却益 　　 ―   58,159    

  ３．その他  ― ― ― 1,900 849,939 4.9 ―

Ⅶ　特別損失         

１．営業譲渡損失  304,342   ―    

２．減損損失 ※５ 1,256,499   356,968    

３．賃借契約損失引当金繰
入額

 334,104   8,890    

４．固定資産売却損 ※３ ―   41,105    

５．固定資産除却損 ※４ ―   157,133    

６．賃借契約中途解約損  ―   60,312    

７．その他  267,911 2,162,858 49.9 4,302 628,713 3.6 ―

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失(△) 

  △2,135,233 △49.3  1,225,946 7.1 ―
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

法人税、住民税及び事
業税

 4,778   5,872    

過年度法人税等還付額  △1,340   ―    

法人税等調整額  △49,165 △45,727 △1.1 7,745 13,617 0.0 ―

少数株主損失   ― ―  212,913 1.2 ―

当期純利益又は当期純
損失(△)

  △2,089,506 △48.2  1,425,241 8.3 ―

         

（注）前連結会計年度は平成17年4月1日から平成17年11月30日までの８ヶ月となっており、連結損益計算書に関する前

期比較増減の記載を省略しております。

(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   49,122

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行  4,101,554  

２．転換社債の株式転換に
よる増加高

 270,175  

３．ストックオプションの
行使による増加高

 15,300 4,387,029

Ⅲ　資本剰余金期末残高   4,436,152

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △1,249,768

Ⅱ　利益剰余金減少高    

１．当期純損失  2,089,506  

２．土地再評価差額金取崩
額

 1,383,219 3,472,726

Ⅲ　利益剰余金期末残高   △4,722,495
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(4) 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成17年12月1日　至　平成18年11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

平成17年11月30日　残高
（千円）

7,043,034 4,436,152 △4,722,495 △10,520 6,746,171

連結会計年度中の変動額

新株の発行 (千円) 229,330 223,189 ― ― 452,519

当期純利益 (千円) ― ― 1,425,241 ― 1,425,241

自己株式の取得 (千円) ― ― ― △1,182 △1,182

欠損填補による資本剰余金の取崩 
(千円) 

― △4,436,152 4,436,152 ― ―

連結子会社の増加による利益剰余金
の減少額(千円) 

― ― △190 ― △190

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）　(千円)

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

229,330 △4,212,962 5,861,203 △1,182 1,876,388

平成18年11月30日　残高
（千円）

7,272,364 223,189 1,138,707 △11,702 8,622,560

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金 為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成17年11月30日　残高
（千円）

― 24,189 ― 24,189 ― 6,770,360

連結会計年度中の変動額

新株の発行 (千円) ― ― ― ― ― 452,519

当期純利益 (千円) ― ― ― ― ― 1,425,241

自己株式の取得 (千円) ― ― ― ― ― △1,182

欠損填補による資本剰余金
の取崩 (千円) 

― ― ― ― ― ―

連結子会社の増加による利
益剰余金の減少額(千円)  

― ― ― ― ― △190

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
(千円)

△3,736 ― 156,443 152,706 13,847,817 14,000,524

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△3,736 ― 156,443 152,706 13,847,817 15,876,913

平成18年11月30日　残高
（千円）

△3,736 24,189 156,443 176,896 13,847,817 22,647,274

－ 17 －



(5）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益又は税金
等調整前当期純損失(△)

 △2,135,233 1,225,946 ―

減価償却費  39,918 67,105 ―

連結調整勘定償却額  3,452 105,906 ―

貸倒引当金の増減額（△減少）  4,892 △2,019 ―

ポイント割引引当金の増減額（△
減少）

 △80 △1,056 ―

退職給付引当金の増減額（△減
少）

 △220,848 541 ―

役員退職慰労引当金の増減額（△
減少）

 331 2,650 ―

賃借契約損失引当金の増減額（△
減少）

 334,104 △48,472 ―

役員賞与引当金の増減額（△減
少）

 ― 11,389 ―

受取利息及び受取配当金  △25,108 △65,374 ―

支払利息  36,468 99,407 ―

社債発行費  ― 96,455 ―

固定資産売却益  ― △789,879 ―

固定資産売却損  ― 41,105 ―

固定資産除却損  2,047 157,133 ―

減損損失  1,256,499 356,968 ―

営業譲渡損失  304,342 ― ―

新株発行費  42,656 ― ―

投資有価証券売却益  ― △600 ―

関係会社株式売却益  ― △58,159 ―

賃借契約中途解約損  ― 60,312 ―

売上債権の増減額（△増加）  112,212 6,506 ―

営業投資有価証券の増減額（△増
加）

 △22,413 △11,401,215 ―

販売用不動産の増減額（△増加）  △2,957,085 △472,017 ―

棚卸資産の増減額（△増加）  229,769 4,855 ―

預け金の増減額（△増加）  ― △1,936,412 ―

仕入債務の増減額（△減少）  △379,980 △7,039 ―

前受金の増減額（△減少）  1,662,104 △1,322,315 ―

未払消費税の増減額（△減少）  △28,177 △17,031 ―

その他  △605,957 88,375 ―

小計  △2,346,086 △13,796,936 ―
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受取額  22,343 67,153 ―

利息の支払額  △24,483 △101,239 ―

法人税等の支払額  △26,172 △99,053 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,374,398 △13,930,075 ―

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △7,060 △92,619 ―

有形固定資産の売却による収入  ― 1,247,700 ―

無形固定資産の取得による支出  △12,964 ― ―

投資有価証券の取得による支出  ― △113,210 ―

投資有価証券の売却による収入  ― 3,300 ―

関係会社株式の売却による収入 ※３ ― 126,346 ―

定期預金の預入による支出  ― △200,000 ―

連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による支出

※２ △490,124 △2,448,767 ―

貸付けによる支出  △3,388,000 △2,178,351 ―

貸付金の回収による収入  2,245,949 3,140,691 ―

営業譲渡による収入  602,045 ― ―

差入保証金の取得による支出  △270 △83,737 ―

差入保証金の返還による収入  360,368 109,438 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー  △690,056 △489,209 ―

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

 　　 社債の発行による収入  ― 4,903,545 ―

短期借入れによる収入  1,625,000 5,106,800 ―

短期借入金の返済による支出  △1,221,101 △5,624,974 ―

長期借入れによる収入  20,000 900,000 ―

長期借入金の返済による支出  △1,666 △41,419 ―

少数株主からの払込による収入  ― 7,012,764 ―

株式の発行による収入  8,191,051 2,520 ―

自己株式の取得による支出  △8,003 △1,182 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー  8,605,280 12,258,053 ―

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  ― 29,468 ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△減
少）

 5,540,826 △2,131,762 ―

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  864,042 6,404,868 ―

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 6,404,868 4,273,105 ―

     

（注）前連結会計年度は平成17年4月1日から平成17年11月30日までの８ヶ月となっており、連結キャッシュ・フロー計

算書に関する前期比較増減の記載を省略しております。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項

 連結子会社の数　３社

 主要な連結子会社名

　 株式会社サンマリ

　 株式会社インタービジョンコンソーシアム

　 株式会社渋谷ビジネスホテル

 連結子会社の数　27社 

 主要な連結子会社名

   株式会社サンマリ　 

   株式会社インタービジョンコンソーシアム　 

   株式会社プロスタッフ　 

   日本アセットアドバンス株式会社　 

   アセットライズ有限会社　 

   エヌ・エー・エー・ワン有限会社　 

   エヌ・エー・エー・ワン有限責任中間法人　 

   Castle Rock Investment Holdings Ltd.   

   Sociedade De Investimento Imobiliario Pun 

     Keng Van, S.A.R.L   

   マカオ・プロパティ・マネジメント株式会社 

   シグマビルディング株式会社　 

   株式会社エスアンドテイ　 

   有限会社エフ・ビー・エイチ　 

   マカオ・プロパティ投資事業組合他、14投資事

業組合

  上記のうち、株式会社プロスタッフ、日本ア

セットアドバンス株式会社、アセットライズ有

限会社、エヌ・エー・エー・ワン有限会社、エ

ヌ・エー・エー・ワン有限責任中間法人、

Sociedade De Investimento Imobiliario Pun  

Keng Van, S.A.R.L 、シグマビルディング株式

会社、株式会社エスアンドテイ及び有限会社エ

フ・ビー・エイチについては、当連結会計年度

において株式又は出資持分を取得したため、連

結の範囲に含めております。Castle Rock 

Investment Holdings Ltd.及びマカオ・プロパ

ティ・マネジメント株式会社については、当連

結会計年度において新たに設立したため、連結

の範囲に含めております。

　マカオ・プロパティ投資事業組合他の投資事

業組合については、当連結会計年度において新

たに設立した13組合の他、当連結会計年度にお

いて連結の範囲の見直しを行い、当社グループ

の財務内容及び損益状況をより適正に開示する

ため、１組合を当連結会計期間より連結の範囲

に含めております。

　株式会社渋谷ビジネスホテルについては、当

連結会計年度において株式を全て売却したため、

連結の範囲から除いております。
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。 (1) 持分法適用の関連会社数　４社

主要な会社名

　株式会社タイム

　∑８号投資事業組合

　∑15号投資事業組合

　煌１号投資事業組合

　上記のうち、株式会社タイムについては、当連結

会計年度において持分法適用の範囲の見直しを行い、

当社グループの財務内容及び損益状況をより適正に

開示するため、持分法適用の範囲に含めておりま

す。

　∑８号投資事業組合、∑15号投資事業組合及び煌

１号投資事業組合は、当連結会計年度において新た

に設立したため、持分法適用の範囲に含めておりま

す。

(2) 持分法を適用していない関連会社１社（日本ベス

トサポート株式会社）は、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）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、全体としても重要性が

ないため持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社サンマリの決算日は３

月31日、株式会社インタービジョンコンソーシアムの

決算日は４月30日、株式会社渋谷ビジネスホテルの決

算日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、株式会社サンマ

リについては同社の中間決算日（平成17年９月30日）

現在の中間財務諸表を使用しており、株式会社イン

タービジョンコンソーシアム及び株式会社渋谷ビジネ

スホテルについては連結決算日において実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用しております。

　ただし、株式会社サンマリについて、10月１日から

連結決算日11月30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。

　連結子会社のうち、株式会社インタービジョンコン

ソーシアムの決算日は４月30日、Castle Rock 

Investment Holdings Ltd.、Sociedade De 

Investimento Imobiliario Pun Keng Van, S.A.R.L及

び有限会社エフ・ビー・エイチの決算日は12月31日、

株式会社プロスタッフの決算日は８月31日、マカオ・

プロパティ・マネジメント株式会社の決算日は３月31

日、シグマビルディング株式会社の決算日は５月31日、

株式会社エスアンドテイの決算日は２月28日でありま

す。また、連結の範囲に含めている14投資事業組合の

事業年度は設立時期により異なります。

　これら21社に関し、連結財務諸表の作成に当たって

は、連結決算日において実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。

　株式会社サンマリの決算日は、３月31日であり、連

結財務諸表の作成に当たっては、同社の中間決算日で

ある平成18年９月30日現在の中間財務諸表を使用して

おり、10月１日から連結決算日11月30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。
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

　日本アセットアドバンス株式会社の決算日は10月31

日であり、連結財務諸表の作成に当たっては、同社の

決算日現在の財務諸表を使用しており、11月１日から

連結決算日11月30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。

　また、日本アセットアドバンス株式会社の子会社で

あるアセットライズ有限会社の決算日は６月30日、エ

ヌ・エー・エー・ワン有限会社並びにエヌ・エー・

エー・ワン有限責任中間法人の決算日は10月31日であ

り、連結財務諸表の作成に当たっては、日本アセット

アドバンス株式会社の決算日（平成18年10月31日）に

おいて実施した仮決算に基づく財務諸表を使用してお

り、11月１日から連結決算日11月30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。

４．会計処理基準に関する事項 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　　  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 ①　有価証券　　　 　  ①　有価証券

その他有価証券（営業投資有価証券を含む） その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

時価のないもの　　総平均法による原価法 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）を採用し

ております。

時価のないもの　　総平均法による原価法

　　 ②　たな卸資産

 　　　　販売用不動産　　　個別法による原価法

　　 　　商品　　　 　　 　売価還元原価法

　　 ②　たな卸資産

 　　　　販売用不動産　　　個別法による原価法

　　 　　商品　　　 　　 　売価還元原価法

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

 　　 ①　有形固定資産

  連結子会社のうち、株式会社サンマリは定額

法によっており、その他の連結子会社及び当社

は定率法によっております。ただし、当社の平

成10年４月１日以降の新規取得建物（建物附属

設備を除く）については定額法によっておりま

す。

 　　 　　　なお、事業用定期借地権契約による借地上の

建物については、事業用定期借地権の賃借期間

を耐用年数として採用しております。

　　　　　　また、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年～24年

　　器具備品　　　　３年～10年

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

 　　 ①　有形固定資産

  　　　　　　同左

 　　 ②　無形固定資産

  定額法によっております。

　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

額法を採用しております。

 　　 ②　無形固定資産

  　　　　　　同左
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

(3) 重要な引当金の計上基準 

 　　①　貸倒引当金

　当社及び連結子会社は、債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等の特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

(3) 重要な引当金の計上基準 

 　　①　貸倒引当金

　　　　　　　　同左

　　 ②　ポイント割引引当金

　　　　　 一部の連結子会社において、各店舗におけるポ

イントの使用による売上値引に備えるため、将来

使用されると見込まれる金額を使用実績率に基づ

き計上しております。

　　 ②　ポイント割引引当金

　　　　　 　　　　　　　同左

 　　③　退職給付引当金

　　　　　 一部の連結子会社において、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上しております。 

 　　③　退職給付引当金

　　　　　 　　　　　　　同左

 　　④　役員退職慰労引当金

 　　　　　一部の連結子会社において、役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基づき当連結会計年

度末における要支給額を計上しております。

 　　④　役員退職慰労引当金

　　　　　 　　　　　　　同左

 　　⑤　賃借契約損失引当金

 　　　　　当社は、閉店済みの店舗等に係る不動産の賃借

契約について予測される損失の発生に備えるため、

将来負担すると見込まれる支払賃料等の金額を見

積もり計上しております。

 　　⑤　賃借契約損失引当金

　　　　　 　　　　　　　同左

 　　⑥　　　　――――――――――  　　⑥　役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、役員に対する

賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属

する額を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

 　　　当社及び連結子会社は、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。

(4) 重要なリース取引の処理方法

　　　　　 　　　　　　　同左

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

を採用しております。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

を採用しております。なお、控除対象外の消費税

等については、算定した税額を発生連結会計年度

の期間費用として処理しております。ただし、固

定資産に係る控除対象外の消費税等は、投資その

他の資産のその他に計上し、５年間で均等償却し

ております。

②　投資事業組合等への出資金の会計処理

　投資事業組合等への出資金に係る会計処理は、

組合等の事業年度の財務諸表に基づいて、組合等

の資産・負債・収益・費用を当社の出資持分割合

に応じて計上しております。また、出資金払込後、

当社の決算日までに、財務諸表が作成されていな

い投資事業組合等への出資金については、流動資

産の「営業投資有価証券」に計上しております。

②　投資事業組合等への出資金の会計処理

　　　　　 　　　　　　　同左
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　　 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　　　　 　　　　　　　同左

６．連結調整勘定の償却に関する事項

　　　 連結調整勘定の償却については、５年間の均等償却

を行っております。

６．連結調整勘定の償却に関する事項

　　　 連結調整勘定の償却については、発生原因に応じて

効果の発現する期間を合理的に見積もり、20年以内で

均等償却しております。なお、金額が僅少なものにつ

いては、発生した連結会計年度において一括償却して

おります。

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

　　　 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し

ております。

７．  　　　　――――――――――

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　　　 　　　　　　　同左
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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

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

────── (役員賞与に関する会計基準)

　当連結会計年度より、「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

当期純利益は、11,389千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)

　当連結会計年度より、「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8,799,456千円

であります。

  なお、連結財務諸表等規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表等規則により作成しております。

────── (投資事業組合等への出資に係る会計基準)

　営業投資目的による投資事業組合等への出資に係る会計

処理については、投資事業組合等の事業年度の財務諸表に

基づいて、当該組合等の純資産及び収益、費用を当社及び

連結子会社の出資持分割合に応じて資産・負債・収益・費

用として計上しておりましたが、当連結会計年度より「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」（企業会計基準委員会実務対応報告

第20号　平成18年９月８日）を適用し、実質的に支配して

いると判定された投資事業組合を子会社とした上で、一部

の投資事業組合等を連結の範囲に含め、連結決算日現在で

実施した当該組合等の仮決算に基づく財務諸表を基礎とし

て連結財務諸表を作成しております。

　この変更により、従来の会計処理によった場合と比べ、

売上高が11,701千円、営業利益が80千円、経常利益が

55,123千円、当期純利益が4,320千円減少しております。

また、従来の会計処理によった場合と比べ、総資産が

1,197,328千円増加しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

────── （連結貸借対照表）

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました 「短期

貸付金」（当連結会計年度末の残高は242,351千円）

は、資産の総額の100分の５以下となったため、流動

資産の「その他」に含めて表示することになりました。

２．「預け金」は、前連結会計年度まで、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年

度において、負債純資産合計額の100分の５を超えた

ため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度末の「預け金」は66,587千円

であります。

３．前連結会計年度まで区分掲記しておりました 「長期

貸付金」（当連結会計年度末の残高は217,955千円）

は、資産の総額の100分の１以下となったため、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示することにな

りました。

４．前連結会計年度まで区分掲記しておりました 「前受

金」（当連結会計年度末の残高は359,861千円）は、

負債純資産合計額の100分の５以下となったため、流

動負債の「その他」に含めて表示することになりまし

た。

────── （連結キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「預け金の増減

額」は、前連結会計年度は、「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。

　　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「預

け金の増減額」の金額は△33,670千円であります。
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

────── （不動産の所有目的の変更）

 　連結子会社の所有する不動産のうち、当中間連結会計期

間末（平成18年５月31日現在）において有形固定資産の土

地として計上していたもの（当中間連結期間末残高262,647

千円、当連結会計年度末残高223,375千円）について当連

結会計年度末において所有目的の見直しを行い、販売用不

動産に振替えております。当該不動産は、連結子会社が所

有する借地権付建物の底地部分であり、従来賃貸目的とし

ておりましたが、今後建物所有者からの買取りが増加し、

当社グループとしても積極的に売却する方針であることか

ら、当該変更を行ったものであります。

　また、連結子会社が所有する不動産のうち、当中間会計

期間末（平成18年５月31日現在）において販売用不動産と

して計上していたものについて、当連結会計年度末におい

て所有目的の見直しを行い、有形固定資産の建物（124,438

千円）及び土地（153,721千円）に振替えております。当

該不動産は、当中間会計期間末においては連結子会社が取

得し、一部改築後販売する目的で所有しておりましたが、

下期に当該不動産の周辺地区での賃料相場の動向等から賃

貸目的とすることが有望と判断し、長期に保有することと

したものであります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年11月30日）

当連結会計年度
（平成18年11月30日）

 ※１　担保に供している資産  ※１　担保に供している資産

販売用不動産 1,335,919千円

建物 105,237千円

土地 478,825千円

長期貸付金 139,500千円

差入保証金 249,226千円

合計 2,308,709千円

販売用不動産 2,714,486千円

建物 124,438千円

土地 153,721千円

定期預金 200,000千円

合計 3,192,646千円

 　　　 上記に対応する債務  　　　 上記に対応する債務

短期借入金 2,498,000千円

一年内返済予定の長期借

入金
20,000千円

一年内償還予定の転換社

債

350,000千円

合計 2,868,000千円

短期借入金 1,142,496千円

長期借入金 860,004千円

合計 2,002,500千円

 ※２　土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律」（平成13年３月31日公布法律第19号）及び「土

地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を

「土地再評価差額金」として資本の部に計上してお

ります。

 ※２　土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律」（平成13年３月31日公布法律第19号）及び「土

地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を

「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して

おります。

(1）再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路

線価及び路線価のない土地は第２条第３号に定め

る固定資産税評価額に基づき、奥行価格補正等の

合理的な調整を行って算出しております。

(1）再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路

線価及び路線価のない土地は第２条第３号に定め

る固定資産税評価額に基づき、奥行価格補正等の

合理的な調整を行って算出しております。

(2）再評価を行った年月日　　　平成14年３月20日 (2）再評価を行った年月日　　　平成14年３月20日

 ※３　当社の発行済株式総数は、普通株式102,634,425株

であります。

 ※３　　　　――――――――――

 ※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式58,798

株であります。

 

 ※４　　　　――――――――――
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

 広告宣伝費 37,319千円 

 物流費 15,222千円 

 役員報酬 26,043千円

 給料手当 249,569千円 

 退職給付費用 23,204千円 

 手数料 84,176千円 

 水道光熱費 40,861千円 

 地代家賃 159,482千円 

 租税公課 35,399千円 

 減価償却費 20,142千円 

 貸倒引当金繰入額 4,892千円 

 役員報酬 111,467千円 

 給与手当 627,266千円 

 賞与 90,905千円 

 地代家賃 238,180千円

 租税公課 103,975千円 

 広告宣伝費 106,576千円 

 手数料 539,142千円 

 連結調整勘定償却 105,906千円 

 水道光熱費 88,864千円 

 支払報酬 81,290千円 

 貸倒引当金繰入額 920千円 

 役員賞与引当金繰入額 11,389千円 

 役員退職慰労引当金繰入

額

2,650千円 

 ※２　　　　　　――――――――――  ※２　固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 14,947千円

土地 774,931千円

 ※３　　　　　　――――――――――  ※３　固定資産売却損の内訳

建物及び構築物 24,593千円

器具備品 1,258千円

土地 15,254千円

 ※４　固定資産除却損の内訳  ※４　固定資産除却損の内訳

 建物 1,521千円 

 車両運搬具 62千円 

 器具備品 463千円

建物 111,898千円

器具及び備品 1,020千円

機械及び装置 4,102千円

原状復旧工事 40,111千円
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

 ※５　減損損失  ※５　減損損失

 　　　　当連結会計年度において当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしました。

　当連結会計年度において当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしました。

 場所 用途 種類 減損損失

（千円）

大阪府

大阪市

店舗及び

賃貸不動

産 

 土地

建物・構築物

器具備品他

ソフトウェア

221,864

170,273

24,195

14,887

大阪府

東大阪市

賃貸不動

産 

土地

建物・構築物

94,941

4,448

大阪府

泉南市

賃貸不動

産 

建物・構築物 237,410

奈良県

磯城郡

賃貸不動

産 

土地

建物・構築物

184,602

49,350

三重県

名張市

賃貸不動

産 

土地

建物・構築物

80,457

40,889

愛知県

春日井市

遊休不動

産 

土地 88,700

その他

６市町村

店舗 建物・構築物

器具備品

29,789

14,690

 合計

 

 土地

 建物・構築物

 器具備品他

 ソフトウェア

670,564

532,161

38,886

14,887

 当社グループは、店舗、賃貸不動産等の物件単位

で資産グループを決定しております。

当社グループは、家庭電化商品を中心とした小売業

から金融・不動産業へと業態を転換するにあたり、

従来の店舗設備については営業譲渡及び閉店により

全て廃止いたしました。これに伴い発生する損失を

当期首の時点において固定資産の減損損失として認

識し、特別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額及び使用価値

により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定士

による鑑定評価額に基づき算定し、使用価値は当社

の資本コストである6.83％で現在価値に割り引いて

算定しております。

 場所 用途 種類 減損損失

（千円）

奈良県

香芝市

賃貸不動

産 

建物・構築物 268,355

東京都 経営戦略

支援事業

資産 

連結調整勘定 88,612

 合計  建物・構築物

 連結調整勘定

268,355

88,612

当社グループは、店舗、賃貸不動産等の物件単位

で資産グループを決定しております。

　当社グループは、前連結会計年度における大幅な

業態転換に伴い、従来の店舗設備について減損損失

を認識いたしましたが、前連結会計年度において収

益性が見込まれていた建物・構築物について、賃料

相場の動向により今後の回収可能性が低下いたしま

したので、当連結会計年度末の時点において固定資

産の減損損失として認識し、特別損失に計上いたし

ました。また、連結調整勘定については子会社株式

の取得時点における事業計画に対して実績が乖離し、

将来キャッシュ・フローに基づく回収可能性が認め

られないものについて、回収可能性を零と見積り、

全額減損損失として特別損失に計上いたしまし

た。

　なお、建物・構築物の回収可能価額は正味売却価

額により測定しておりますが、売却や他への転用が

困難であるため、正味売却価額を零として算定して

おります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式　　（注）１ 102,634,425 6,688,697 ― 109,323,122

合計 102,634,425 6,688,697 ― 109,323,122

自己株式

普通株式　　（注）２ 58,798 4,191 ― 62,989

合計 58,798 4,191 ― 62,989

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加6,688,697株は、ストック・オプションの行使による新株の発行35,000

株、転換社債型新株予約権付社債（旧転換社債を含む。）の転換による新株の発行6,653,697株であり

ます。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の増加4,191株は、単位未満株式の買取による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年２月23日

定時株主総会
普通株式 327,780 利益剰余金 3 平成18年11月30日 平成19年２月26日

－ 31 －



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成17年11月30日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成18年11月30日）

現金及び預金勘定 6,404,868千円

現金及び現金同等物 6,404,868千円

現金及び預金勘定 4,465,019千円

有価証券（流動資産「その

他」に含む）

8,085千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

△200,000千円

現金及び現金同等物 4,273,105千円

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取

得のための支出（純額）との関係は次のとおりであり

ます。

流動資産 635,693千円

固定資産 628,489千円

連結調整勘定（借方） 200,038千円

資産合計 1,464,222千円

流動負債 372,610千円

固定負債 105,791千円

連結調整勘定（貸方） 38,590千円

負債合計 516,992千円

株式の取得価額 947,230千円

現金及び現金同等物 457,105千円

差引：取得による支出 490,124千円

 

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取

得のための支出（純額）との関係は次のとおりであり

ます。なお、このうち9,410,760千円については、営

業投資有価証券の増減額に含めて表示しております。

流動資産 23,930,748千円

固定資産 370,423千円

連結調整勘定（借方） 1,271,749千円

資産合計 25,572,922千円

流動負債 4,011,747千円

固定負債 4,278,872千円

連結調整勘定（貸方） 31,748千円

少数株主持分 6,281,101千円

負債純資産合計 14,603,469千円

株式の取得価額 10,969,452千円

現金及び現金同等物 742,279千円

差引 10,227,173千円

連結子会社株式取得を前提に

実施した資金貸付による支出

1,632,355千円

差引：取得による支出 11,859,528千円

 

※３　　　　　――――――――――

 

※３　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

株式の売却により連結子会社でなくなったことに伴

う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額

と売却による収入との関係は次のとおりであります。

流動資産 29,778千円

固定資産 6,954千円

連結調整勘定（借方） 68,973千円

流動負債 △18,088千円

株式売却益 62,382千円

株式の売却価額 150,000千円

現金及び現金同等物 △23,653千円

差引：売却による収入 126,346千円
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

　４　営業譲渡により減少した資産及び負債の主な内訳

当連結会計年度に営業の譲渡により減少した資産及

び負債の主な内訳は下記のとおりであります。

 

流動資産 641,750千円 

固定資産 451,988千円 

　資産合計 1,093,738千円 

流動負債 92,439千円 

固定負債 100,057千円 

負債合計 192,497千円 

 

　４　　　　　　――――――――――

　５　新株予約権付社債の行使

当連結会計年度において、下記のとおり転換社債型

新株予約権付社債の行使により資本金及び資本準備金

が増加しております。

 

新株予約権の行使による資本

金増加額
279,824千円 

新株予約権の行使による資本

準備金増加額
270,175千円 

新株予約権の行使による新

株予約権付社債減少額
550,000千円 

 

　５　新株予約権付社債の行使

当連結会計年度において、下記のとおり転換社債型

新株予約権付社債の行使により資本金及び資本準備金

が増加しております。

 

新株予約権の行使による資本

金増加額
228,070千円 

新株予約権の行使による資本

準備金増加額
221,929千円 

新株予約権の行使による新

株予約権付社債減少額
450,000千円 
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

  

取得価額相当

額

（千円）

 

減価償却累計

額相当額

（千円）

 

期末残高相当

額

（千円）

 器具備品  13,908 4,567 9,340

  

取得価額相当

額

（千円）

 

減価償却累計

額相当額

（千円）

 

期末残高相当

額

（千円）

 器具備品  13,908 7,349 6,558

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

相当額が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しております。

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

相当額が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しております。

２　未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

２　未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,781千円

１年超 6,558千円

合計 9,340千円

１年内 2,781千円

１年超 3,777千円

合計 6,558千円

 　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高相当額が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。

 　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高相当額が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 1,390千円

減価償却費相当額 1,390千円

支払リース料 2,781千円

減価償却費相当額 2,781千円

４　減価償却費相当額の算定方法 ４　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。
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②　有価証券

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成17年11月30日）

１　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日　至平成17年11月30日）

売却額（千円） 売却益の合計（千円）

1,592,206 251,921

２　時価評価されていない有価証券（平成17年11月30日現在）

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 270

組合契約出資持分 22,413

 計 22,683

当連結会計年度（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得価額（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得価額を超えるも

の

 (1) 株式 10,118 11,913 1,795

 (2) 債権 ― ― ―

 　①　国債・地方債等 ― ― ―

 　②　社債 ― ― ―

 　③その他 ― ― ―

 (3) その他 ― ― ―

 小計 10,118 11,913 1,795

連結貸借対照表計上額

が取得価額を超えない

もの

 (1) 株式 4,940 4,627 △313

 (2) 債権 ― ― ―

 　①　国債・地方債等 ― ― ―

 　②　社債 ― ― ―

 　③その他 ― ― ―

 (3) その他 ― ― ―

 小計 4,940 4,627 △313

合計 15,059 16,540 1,481

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）

8,313,450 1,475,817 10,819

３　時価評価されていない有価証券（平成18年11月30日現在）

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 1,000,227

非上場転換社債 1,244,700

組合契約出資持分 314,813

ＭＲＦ等 8,085

 計 2,567,826
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③　デリバティブ取引

　　　前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成17年11月30日）

　　　　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　　　当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

　　　　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１　採用している退職給付制度

　子会社の一部において退職一時金制度を設けている

他、当社は総合設立型厚生年金基金制度を設けており

ます。

１　採用している退職給付制度

　子会社の一部において退職一時金制度を設けている

他、当社は総合設立型厚生年金基金制度を設けており

ます。

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 △6,909千円

②　年金資産 －千円

③　未積立退職給付債務　①＋② △6,909千円

④　退職給付引当金 △6,909千円

①　退職給付債務 △7,450千円

②　年金資産 －千円

③　未積立退職給付債務　①＋② △7,450千円

④　退職給付引当金 △7,450千円

(注)１　退職給付債務は、簡便法（自己都合要支給額）

により算定しております。

２　上記には総合設立型厚生年金基金制度（西日本

電機販売厚生年金基金）に係るものは含まれてお

りません。

なお、当該制度に係る年金資産の額は、18,814

千円であります。

(注)１　退職給付債務は、簡便法（自己都合要支給額）

により算定しております。

２　上記には総合設立型厚生年金基金制度（西日本

電機販売厚生年金基金）に係るものは含まれてお

りません。

なお、当該制度に係る年金資産の額は、275,983

千円であります。

３　退職給付費用に関する事項

　勤務費用（23,204千円）には、西日本電機販売厚生

年金基金に対する拠出額を含んでおります。

３　退職給付費用に関する事項

　勤務費用（4,002千円）には、西日本電機販売厚生

年金基金に対する拠出額を含んでおります。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年11月30日）

当連結会計年度
（平成18年11月30日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

減価償却超過額 479,378千円

賃借契約損失引当金 136,007千円

ゴルフ会員権評価損否認額 14,119千円

差入保証金評価損否認額 47,366千円

繰越欠損金 2,230,116千円

その他 98,971千円

小計 3,005,960千円

評価性引当額 3,005,960千円

繰延税金資産の合計 ―千円

減価償却超過額 132,980千円

賃借契約損失引当金 53,708千円

投資損失 66,128千円

差入保証金評価損否認額 41,970千円

繰越欠損金 1,499,750千円

その他 123,830千円

小計 1,918,369千円

評価性引当額 1,908,396千円

繰延税金資産の合計 9,972千円

（繰延税金負債）

子会社土地評価差額 2,596,120千円

その他 608千円

繰延税金負債の合計 2,596,728千円

２　再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の

内訳

２　再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の

内訳

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

土地再評価差額金 16,595千円 土地再評価差額金 16,595千円

３　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異

の主要な項目別の内訳

　税金等調整前当期純損失のため記載しておりません。

３　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異

の主要な項目別の内訳

 (％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費損金不算入 1.1

受取配当金益金不算入 △0.0

繰越欠損金の減少 75.5

連結調整勘定当期償却額 3.5

連結調整勘定に係る減損損失 3.0

持分法投資損失 2.0

連結の範囲に含めた投資事業組合損益 5.2

連結上消去した関係会社株式売却益 △1.9

評価性引当額の減少 △129.9

住民税均等割 0.4

その他 1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.1
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成17年11月30日）

投資事業
（千円）

不動産事業
（千円）

経営戦略
支援事業
（千円）

小売事業 
（千円）

その他事
業 

 （千円）

計
（千円）

消去又は
全社 
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益         

売上高         

(1）外部顧客に対する売上

高
1,666,028 51,024 23,019 2,568,441 25,256 4,333,770 ― 4,333,770

(2）セグメント間の内部売

上高または振替高
― 7,400 5,360 ― ― 12,760 △12,760 ―

計 1,666,028 58,424 28,379 2,568,441 25,256 4,346,530 △12,760 4,333,770

 営業費用 1,348,026 46,454 26,084 2,723,771 22,103 4,166,441 118,989 4,285,430

 営業利益又は

 営業損失（△）
318,001 11,969 2,294 △155,329 3,152 180,088 △131,749 48,339

Ⅱ　資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出
        

資産 90,303 4,715,477 1,838,303 1,163,504 173,989 7,981,579 5,863,903 13,845,482

減価償却費 10 23,708 ― 15,283 97 39,099 236 39,335

減損損失 ― ― ― 1,256,499 ― 1,256,499 ― 1,256,499

資本的支出 242 ― ― 5,136 ― 5,378 1,927 7,306

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

事業区分 主要事業内容

 投資事業  有価証券の売買、投資事業組合の組成・運営、不動産・債権の流動化等

 不動産事業
 不動産投資事業、不動産開発事業、不動産コンサルティング事業、リバース

モーゲージ業務等

 経営戦略支援事業
 経営コンサルティング、企業再編コンサルティング、財務コンサルティング、

Ｍ＆Ａの仲介、ベンチャーキャピタル業務等

 小売事業  スーパーマーケットの経営

 その他事業  ビジネスホテルの経営

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は140,558千円であり、その主なも

のは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、5,926,216千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

投資事業

（千円）

不動産事業

（千円）

経営戦略

支援事業

（千円）

国際投資事

業

（千円）

小売事業 

（千円）

その他事業 

 （千円）

計

（千円）

消去又は全

社 

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益          

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 7,028,856 4,420,276 1,986,413 ― 3,749,802 69,761 17,255,110 ― 17,255,110

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高
131,914 22,200 62,355 ― 105 ― 216,575 △216,575 ―

計 7,160,770 4,442,476 2,048,768 ― 3,749,908 69,761 17,471,685 △216,575 17,255,110

 営業費用 6,578,604 4,175,774 1,021,515 370,890 3,736,836 126,510 16,010,132 47,649 16,057,782

 営業利益又は

 営業損失（△）
582,165 266,702 1,027,253 △370,890 13,071 △56,749 1,461,552 △264,224 1,197,328

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出
         

資産 844,107 11,065,924 931,368 24,189,137 2,088,091 ― 39,118,629 495,856 39,614,486

減価償却費 1,808 35,130 481 ― 26,279 317 64,018 3,087 67,105

減損損失 ― 268,355 88,612 ― ― ― 356,698 ― 356,968

資本的支出 8,570 43,103 560 ― 5,507 860 58,601 34,473 93,075

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

事業区分 主要事業内容

 投資事業  有価証券の売買、投資事業組合の組成・運営、不動産・債権の流動化等

 不動産事業
 不動産投資事業、不動産開発事業、不動産コンサルティング事業、リバース

モーゲージ業務等

 経営戦略支援事業
 経営コンサルティング、企業再編コンサルティング、財務コンサルティング、

Ｍ＆Ａの仲介、ベンチャーキャピタル業務等

 国際投資事業
 主にアジアを中心とした海外における有価証券及び不動産への投資事業及び同

事業に係る投資事業組合の組成・運営

 小売事業  スーパーマーケットの経営

 その他事業  ビジネスホテルの経営

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は272,071千円であり、その主なも

のは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,256,396千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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６．会計処理方法の変更

　連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当連結会計年度より「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」（企業会計基準委員会実務対応報告指針第20

号　平成18年９月８日）を適用しております。これにより、従来の方法に比較し「投資事業」において売上高

及び営業利益が11,701千円、総資産が327,054千円増加しており、「国際投資事業」において営業利益が11,781

千円減少し、総資産が767,731千円増加しております。

７．事業区分の変更

　当中間連結会計期間末まで、国際投資事業については不動産事業に含んでおりましたが、当下期において事

業区分の見直しを行い、当連結会計年度においては同事業を不動産事業より区分して表示しております。

　国際投資事業として営んでいる事業は現在のところ、中国マカオ市における不動産開発投資であり、当上期

においては、当該事業の投資対象が不動産であったため、事業の種類別セグメント情報においても不動産事業

に含めて表示しておりました。しかしながら、今後、国際投資事業として展開する事業は不動産投資に限定さ

れないこと、また、国際投資事業は事業開始間もない時期であり、初期投資に係る損失が発生しており、当該

損失を国内不動産事業の損益とは区分して明瞭に表示する必要があることから、当該変更を行ったものであり

ます。

　なお、国際投資事業は当連結会計年度より実施しており、前連結会計年度においては該当ありません。

　当中間連結会計期間における事業の種類別セグメント情報を変更後の事業区分により表示すると下記のとお

りであります。

当中間連結会計期間（自　平成17年12月１日　至　平成18年５月31日）

投資事業

（千円）

不動産事業

（千円）

経営戦略

支援事業

（千円）

国際投資事

業

（千円）

小売事業 

（千円）

その他事業 

 （千円）

計

（千円）

消去又は全

社 

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益          

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 5,143,289 1,883,882 135,935 ― 1,862,129 69,761 9,094,998 ― 9,094,998

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高
98,038 22,200 14,505 ― ― ― 134,743 △134,743 ―

計 5,241,327 1,906,082 150,440 ― 1,862,129 69,761 9,229,741 △134,743 9,094,998

 営業費用 4,659,777 1,733,970 153,879 103,642 1,854,215 118,064 8,623,550 5,469 8,629,020

 営業利益又は

 営業損失（△）
581,550 172,111 △3,439 △103,642 7,914 △48,303 606,191 △140,212 465,978
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成17年11月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な海外支店がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

日本
（千円）

 アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 17,255,110 ― 17,255,110 ― 17,255,110

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
105 ― 105 △105 ―

計 17,255,216 ― 17,255,216 △105 17,255,110

 営業費用 15,624,049 169,614 15,793,663 264,118 16,057,782

 営業利益 1,631,166 △169,614 1,461,552 △264,224 1,197,328

Ⅱ　資産 17,556,164 20,862,664 38,418,829 1,195,656 39,614,486

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……中国

３．営業費用うち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は272,071千円であり、その主なものは、

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,256,396千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産であります。

５．会計処理方法の変更

　連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当連結会計年度より「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」（企業会計基準委員会実務対応報告指針第20

号　平成18年９月８日）を適用しております。これにより、従来の方法に比較し「日本」において売上高が

11,701千円、総資産が1,094,786千円増加し、営業利益が80千円減少しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成17年11月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成17年11月30日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員の近親

者が議決権

の過半数を

所有する会

社等

㈱クラフ

ト

長野県

松本市
68,000

経営コン

サルティ

ング業等

― ―
資金援

助

金銭の借入 ―
短期借入

金
133,000

利息の支払 1,444 未払費用 361

関係会社株式

の購入
700,000 ―  ―

キョウデ

ンエリア

ネット㈱

東京都

港区
90,000

不動産

賃貸業
―

役員

１名

事務所

の賃借
家賃の支払 1,476 前払費用 775

役員 平泉永幸 ― ― ― ― ― ―
金銭の貸付け

貸付金の返済

1,000

1,214

短期貸付

金
1,698

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

ａ．借入金及び貸付金の金利は市場金利を勘案して、決定しております。

ｂ．支払家賃については実費相当額に基づいております。

ｃ．関係会社株式の購入に際しては、第三者たる専門家が実施した株価算定の結果を勘案して購入価格を決

定しております。

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員の近親

者が議決権

の過半数を

所有する会

社等

㈱クラフ

ト

長野県

松本市
68,000

経営コン

サルティ

ング業等

― ―
資金援

助
利息の支払 2,161 ― ―

キョウデ

ンエリア

ネット㈱

東京都

港区
90,000

不動産

賃貸業
― ―

事務所

の賃借
家賃の支払 5,485 ― ―

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

ａ．借入金の金利は市場金利を勘案して、決定しております。

ｂ．支払家賃については実費相当額に基づいております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１株当たり純資産額 66円00銭

１株当たり当期純損失 29円97銭

１株当たり純資産額 80円54銭

１株当たり当期純利益 13円62銭

潜在株式調整後１株当り当期純利益 10円01銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの当期純損失が計上さ

れているため記載しておりません。

　

　（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は下記のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

 １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失   

 　当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △2,089,506 1,425,241

 　普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式に係る当期純利益又は純損失（△）（千

円）
△2,089,506 1,425,241

 期中平均株式数（株） 69,718,255 104,624,665

   

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

   当期純利益調整額（千円） ― 8,137

　　　（うち支払利息（税額相当額控除後）） ― (8,137)

 普通株式増加数（株） ― 38,544,694

 　 （うち新株予約権） ― (6,471)

 　 （うち転換社債） ― (20,045,661)

 　  （うち新株予約権付社債） ― (18,492,562)

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要

①転換社債

　第２回無担保転換社債 

　（額面金額50百万円）

②新株予約権

　株主総会の特別決議日

　　平成14年12月20日

　　（新株予約権35個）

　株主総会の特別決議日

　　平成17年６月29日

　　（新株予約権200個）

①新株予約権

　株主総会の特別決議日

 　 平成17年６月29日

　  （新株予約権200個）

　株主総会の特別決議日

　　平成18年２月24日

　　（新株予約権1,000個）

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

 該当事項はありません。  該当事項はありません。
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 （その他）

「賃料減額確認等請求」の訴訟（旧ナカヌキヤ４丁目店（大阪市浪速区日本橋４丁目））について

　旧ナカヌキヤ４丁目店の賃料減額確認等請求に関する訴訟（当社が賃借人）については、平成17年３月31に賃料を

4,529千円（月額）から3,750千円（月額）に減額し、その差額を平成16年５月31日に遡って返還する旨の判決があり、

相手方が上告したため、係争が継続中でありましたが、平成18年７月14日に当該上告が受理されない決定がありました

ので、本訴訟は終結いたしました。

　これにより、当社の家賃負担が軽減されておりますが、影響額は軽微であります。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1) 生産実績

該当事項はありません。

(2) 受注高及び受注残高

該当事項はありません。

(3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）

 投資事業 7,028,856

 不動産事業 4,420,276

 経営戦略支援事業 1,986,413

 国際投資事業 ―

 小売事業 3,749,802

 その他事業 69,761

 合計 17,255,110
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