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１　平成19年２月期の業績（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年２月期 20,463 (71.3) 13,892 (99.2) 12,999 (99.6)

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

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 ％ ％ ％

平成19年２月期 7,205 (89.5) 13,643 90 12,664 10 17.2 16.6 63.5

平成18年２月期 3,802 (95.3) 14,748 73 14,522 56 14.1 15.3 54.5

（注）１．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

２．期中平均株式数 平成19年２月期 528,377株 平成18年２月期 246,463株

３．期中平均自己株式数 平成19年２月期 240株 平成18年２月期 111株

４．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

５．平成18年３月１日をもって、普通株式１株を２株に分割しております。 

(2）財政状態 （百万円未満切捨）

総資産 純資産 自己資本比率
1株当たり
純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

平成19年２月期 94,737 44,785 47.2 84,376 58

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 530,261株 平成18年２月期 263,633株

２．期末自己株式数 平成19年２月期 240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。 

２　平成20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）※ （百万円未満切捨）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 7,000 4,500 2,600

通　期 15,500 10,000 5,800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　10,942円96銭

※　業績予想は当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと大きく異なることが

あります。

３　配当状況

・現金配当  1株当たり配当金  （円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

18年2月期 1,500 1,800 3,300 844 22.4 2.2

19年2月期 1,200 1,800 3,000 1,587 22.0 3.8

20年2月期（予想） 1,200 1,800 3,000    

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

第6期
（平成18年２月28日）

第7期
（平成19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
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※１ 10,318,521 11,332,191

２．売掛金 ※３ 192,839 152,271

３．販売用不動産 ※１ 6,140,359 8,029,641

４．営業投資有価証券
※１
※２

16,172,714 13,183,542

５．営業出資金 ※２ 10,975,313 298,887

６．営業貸付金 ※２ 4,696,000 6,853,800

７．前渡金 781,000 472,000

８．前払費用 42,533 54,189

９．繰延税金資産 － 1,657,669

10．関係会社短期貸付金 380,000 2,181,081

11. 未収入金 61,642 86,167

12．その他の流動資産 ※３ 450,506 186,437

流動資産合計 50,211,430 80.7 44,487,879 47.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 147,944 163,526

減価償却累計額 △34,696 113,247 △49,108 114,417

(2）車両運搬具 350 350

減価償却累計額 △332 17 △332 17

(3）工具、器具及び備品 43,697 140,686

減価償却累計額 △22,037 21,659 △48,848 91,838

(4）土地 50,729 50,729

有形固定資産合計 185,654 0.3 257,003 0.3

２．無形固定資産

(1) 電話加入権 394 394

(2）その他の無形固定資産 7,500 42,989

無形固定資産合計 7,894 0.0 43,383 0.1
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第6期
（平成18年２月28日）

第7期
（平成19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
（％）

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※１ 2,209,113 5,930,502

(2) 関係会社株式  ※２ 1,091,420 5,906,487

(3) その他の関係会社有価
証券  

 ※２ ― 19,467,245

(4) 出資金  ※２ 30 377,130

(5）関係会社出資金  ※２ 4,710,580 13,376,050

(6）関係会社長期貸付金 3,572,502 4,091,980

(7）長期前払費用 75,710 136,677

(8）敷金 87,984 92,151

(9）その他の投資その他の
資産

61,877 570,796

投資その他の資産合計 11,809,218 19.0 49,949,020 52.7

固定資産合計 12,002,767 19.3 50,249,407 53.0

資産合計 62,214,198 100.0 94,737,287 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※３ 5,817 －

２．短期借入金 ※１ 9,468,850 8,696,000

３．一年以内返済予定長期借
入金

※１ 2,788,637 7,632,592

４．一年以内償還予定社債 － 466,000

５．未払金 ※３ 17,121 3,677

６．未払費用 ※３ 322,837 544,092

７．未払法人税等 2,327,232 5,568,905

８．未払消費税等 － 189,673

９．繰延税金負債 198,794 －

10．前受金 ※３ 107,825 1,980,867

11．預り金 14,688 102,472

12．預り保証金 184,937 277,287

13．新株引受権 18 6

14. 役員賞与引当金 － 317,000

15. その他の流動負債 279,854 472,117

流動負債合計 15,716,614 25.3 26,250,691 27.7
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第6期
（平成18年２月28日）

第7期
（平成19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
（％）

Ⅱ　固定負債

１. 社債 － 4,734,000

２. 新株予約権付社債 10,000 13,000,000

３．長期借入金  ※１ 7,513,712 5,785,688

４. 繰延税金負債 69,887 75,128

　 ５．その他の固定負債 33,903 106,574

固定負債合計 7,627,503 12.3 23,701,390 25.0

負債合計 23,344,118 37.5 49,952,081 52.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 16,364,622 26.3 － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 16,210,868 －

資本剰余金合計 16,210,868 26.1 － －

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金

特別償却準備金 178 －

２．当期未処分利益 5,583,672 －

利益剰余金合計 5,583,850 9.0 － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 ※６ 747,169 1.2 － －

Ⅴ　自己株式 ※５ △36,431 △0.1 － －

資本合計 38,870,079 62.5 － －

負債及び資本合計 62,214,198 100.0 － －
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第6期
（平成18年２月28日）

第7期
（平成19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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  － － 16,582,986 17.5

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 16,429,232

資本剰余金合計  － － 16,429,232 17.3

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － －

(2）その他利益剰余金  － 11,512,519

繰越利益剰余金  － 11,512,519

利益剰余金合計  － － 11,512,519 12.2

４．自己株式  － － △36,431 △0.0

株主資本合計  － － 44,488,307 47.0

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額
金

 － － 477,599 0.5

２．繰延ヘッジ損益  － － △244,547 △0.3

評価・換算差額等合計  － － 233,051 0.3

Ⅲ　新株予約権  － － 63,846 0.1

純資産合計  － － 44,785,205 47.3

負債及び純資産合計  － － 94,737,287 100.0
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(2）損益計算書

第6期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　売上高  

１．不動産ファンド収入  7,834,378 18,879,754

２．Ｍ＆Ａ収入 4,111,135 11,945,514 100.0 1,583,331 20,463,086 100.0

Ⅱ　売上原価  

１．不動産ファンド原価 1,157,598 1,109,587

２．Ｍ＆Ａ原価 1,794,287 2,951,885 24.7 1,558,277 2,667,864 13.0

売上総利益 8,993,628 75.3 17,795,221 87.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２
※３

2,020,400 16.9 3,903,036 19.1

営業利益 6,973,227 58.4 13,892,185 67.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息  ※１ 284,801 206,732

２. 受取配当金 2,627 91,123

３．有価証券売却益 1,505 －

４．デリバティブ利益 － 44,493

５．その他営業外収益 5,375 294,310 2.5 10,762 353,110 1.7

Ⅴ　営業外費用 ※１

１．支払利息 431,666 599,495

２．新株発行費 121,065 －

３．株式交付費 － 17,691

４．社債発行費 20,353 42,893

５. 為替差損 122,930 231,737

６. デリバティブ損失 － 132,055

７. 匿名組合投資損失 － 203,059

８．その他営業外費用 58,140 754,156 6.3 19,182 1,246,116 6.1

経常利益  ※１ 6,513,381 54.5 12,999,178 63.5

Ⅵ　特別損失

１．投資有価証券評価損 19,999 208,396

２．販売用不動産評価損 35,675 55,675 0.5 － 208,396 1.0

税引前当期純利益 6,457,705 54.1 12,790,782 62.5

法人税、住民税及び事業
税

2,900,236 7,110,306

法人税等調整額 △244,907 2,655,329 22.2 △1,525,377 5,584,928 27.3

当期純利益 3,802,376 31.8 7,205,853 35.2

前期繰越利益 2,151,544  －

中間配当額 370,248 －

当期未処分利益 5,583,672 －
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売上原価明細書

(イ）不動産ファンド原価明細書

第6期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　手数料原価 63,706 5.5 475,008 42.8

Ⅱ　売却原価 1,005,000 86.8 550,086 49.6

Ⅲ　賃貸原価 88,891 7.7 84,492 7.6

不動産ファンド原価 1,157,598 100.0 1,109,587 100.0

 　　　(ロ）Ｍ＆Ａ原価明細書

第6期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　手数料原価 48,950 2.7 34,580 2.2

Ⅱ　売却原価 1,727,376 96.3 1,144,308 73.4

Ⅲ　その他原価 17,960 1.0 379,388 24.3

Ｍ＆Ａ原価 1,794,287 100.0 1,558,277 100.0

 

(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

第6期
（株主総会承認日 

平成18年５月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 5,583,672

Ⅱ　任意積立金取崩額

１．特別償却準備金取崩額 178 178

合計 5,583,850

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 474,323  

２．役員賞与金 169,000  

（うち監査役賞与金） (8,500) 643,323

Ⅳ　次期繰越利益 4,940,527
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株主資本等変動計算書

第7期（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

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

事業年度中の変動額

新株の発行 218,364 218,364 － 218,364 － － － － － 436,729

剰余金の配当 － － － － － － △1,107,954 △1,107,954 － △1,107,954

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

特別償却準備金の取崩 － － － － － △178 178 － － －

当期純利益 － － － － － － 7,205,853 7,205,853 － 7,205,853

自己株式の消却 － － － － － － △230 △230 － △230

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

－ － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

218,364 218,364 － 218,364 － △178 5,928,847 5,928,668 － 6,365,397

平成19年２月28日　残高 16,582,986 16,429,232 － 16,429,232 － － 11,512,519 11,512,519 △36,431 44,488,307

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 747,169 － 747,169 － 38,870,079

事業年度中の変動額

新株の発行 － － － － 436,729

剰余金の配当 － － － － △1,107,954

役員賞与 － － － － △169,000

特別償却準備金の取崩 － － － － －

当期純利益 － － － － 7,205,853

自己株式の消却 － － － － △230

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△269,570 △244,547 △514,118 63,846 △450,272

事業年度中の変動額合計 △269,570 △244,547 △514,118 63,846 5,915,125

平成19年２月28日　残高 477,599 △244,547 233,051 63,846 44,785,205
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重要な会計方針

項目
第6期

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．有価証券の評価基準及び評
価方法

子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法

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

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）

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）

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)投資事
業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
移動平均法による原価法
ただし、投資事業組合等への出資金に
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)投資事業組合等の会計処理」に記
載しております。

２．デリバティブの評価基準及
び評価方法

デリバティブ
時価法

デリバティブ
　　　　　　 同左

３．たな卸資産の評価基準及び
評価方法

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。

販売用不動産
　　　　　　 同左

４．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(建物付属設備を除く)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

５．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
支出時に全額費用処理しております。

 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

 ６．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事業
年度負担額を計上しております。

７．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

８．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、金利スワップお
よび金利キャップについては、特例
処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法
同左

(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
　　ヘッジ手段・・  同左

 
 
 

　　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、その他の関
係会社有価証券

(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。

(3) ヘッジ方針
　　　　    同左
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項目
第6期

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(4）ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点ま
での期間において、ヘッジ対象と
ヘッジ手段の相場変動の累計を比較
し、両者の変動額等を基礎にして判
断しております。

(4）ヘッジ有効性の評価の方法
同左

９．その他財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理
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。

(1）消費税等の会計処理
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

(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。

同左

(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」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)投資事業組合等の会計処理
当社は投資事業組合等の会計処理を
行うに際して、投資事業組合等の財
産の持分相当額を「営業投資有価証
券」、「営業出資金」、「投資有価
証券」、「その他の関係会社有価証
券」または「関係会社出資金」（以
下「組合等出資金」という。)とし
て計上しております。投資事業組合
等への出資時に組合等出資金を計上
し、投資事業組合等から分配された
損益については、損益の純額に対す
る持分相当額を売上高として計上す
るとともに同額を組合等出資金に加
減し、営業者からの出資金の払戻に
ついては組合等出資金を減額させて
おります。
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　会計処理の変更

第6期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（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））及び「固定資産の減
損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
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）
当事業年度より「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。そ
の結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常
利益及び税引前当期純利益は317,000千円減少しておりま
す。
 
（ストック・オプション等に関する会計基準）
当事業年度より、「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
常利益及び税引前当期純利益は63,846千円減少しておりま
す。
 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）
当事業年度より、「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44,965,906千円で
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）
当事業年度より、「自己株式及び準備金の額の減少等に関
する会計基準」（改正企業会計基準第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等に関する会
計基準の適用指針」（改正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。
 
（投資事業組合等への出資の会計処理）
　当事業年度より、「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」（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、従来流動資産の「営業投資有価証券」に含
めて計上しておりました当社の関係会社に該当することと
なった投資事業組合等に対する出資14,280,163千円を、投
資その他の資産の「その他の関係会社有価証券」に含めて
計上し、流動資産の「営業出資金」に含めて計上しており
ました当社の関係会社に該当することとなった投資事業組
合等に対する出資13,183,802千円を、投資その他の資産の
「関係会社出資金」に含めて計上し、さらに流動資産の
「営業出資金」に含めて計上しておりました有限責任中間
法人に対する出資377,100千円を、投資その他の資産の「出
資金」に含めて計上しております。
なお、関係会社に該当することとなった投資事業組合等の
損益の取込については、「その他の関係会社有価証券」ま
たは「関係会社出資金」を相手勘定として損益の純額に対
する持分相当額を売上高として計上しております。
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表示方法の変更

第6期
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日 
 　至　平成19年２月28日）

（貸借対照表関係）
前事業年度まで「有価証券」（当事業年度5,862,598千
円）、「出資金」（当事業年度10,947,813千円）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
及び有限責任中間法人への出資等を当事業年度より「営
業投資有価証券」、「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※２）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。
 

（損益計算書関係）
当社の事業内容をより明確に表示するため、当事業年度
より売上高及び売上原価の区分及び科目表示を事業別の
表示に変更しております。
従来の「業務受託収入」、「不動産販売高」及び「その
他売上高」を「不動産ファンド収入」及び「Ｍ＆Ａ収
入」に変更するとともに、対応する売上原価を「不動産
ファンド原価」及び「Ｍ＆Ａ原価」に区分しておりま
す。
当事業年度の区分の変更により前事業年度の売上高及び
売上原価を表示すると下記のようになります。

 
売上高
　不動産ファンド収入　 　4,417,820千円
　Ｍ＆Ａ収入　　　　　　 　606,710千円
 
売上原価
　不動産ファンド原価　　 　190,349千円
　Ｍ＆Ａ原価　　　　　　 　 16,194千円

 （貸借対照表関係）
当事業年度において、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、前事業年度まで「営業出資金」
（前事業年度84,000千円）に含めて表示しておりました
有限会社に対する出資持分は、当事業年度より「営業投
資有価証券」(当事業年度27,600千円）として表示し、
前事業年度まで「関係会社出資金」（前事業年度36,000
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、当事業
年度より「関係会社株式」（当事業年度78,000千円）と
して表示しております。

（損益計算書関係）
前事業年度において、「新株発行費」として掲記されて
いたものは、当事業年度から「株式交付費」として表示
しております。 

追加情報

第6期
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律
第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４
月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度
が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業
税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に
ついての実務上の取扱い」（平成16年２月13日　企業
会計基準委員会　実務対応報告第12号）に従い法人事
業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び
一般管理費に計上しております。 
　この結果、販売費及び一般管理費が104,512千円増加
し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれ
ぞれ同額減少しております。

───────
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注記事項

（貸借対照表関係）

第6期
（平成18年２月28日）

第7期
（平成19年２月28日）

※１　担保提供資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。

※１　担保提供資産及び対応債務
担保に供している資産は次のとおりであります。

定期預金     100,000千円 
販売用不動産    5,083,412千円 
営業投資有価証券     585,000千円 
投資有価証券       149,838千円 
　計  5,918,250千円 

販売用不動産 6,851,889  千円 
投資有価証券 721,094  千円 
　計 7,572,983  千円 

      担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。
短期借入金     585,000千円 
１年以内返済予定長期借入金    1,120,000千円 
長期借入金     3,180,000千円 
　計  4,885,000千円 

短期借入金 1,800,000 千円 
１年以内返済予定長期借入金 2,200,000 千円 
長期借入金 1,280,000 千円 
　計 5,280,000 千円 

上記の他、社債5,200,000千円に係る銀行保証に対
して投資有価証券1,334,000千円、たな卸資産
1,037,543千円を差し入れております。

 ※２　営業投資有価証券、営業出資金及び営業貸付金　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）営業投資有価証券 　　　　　　　　(単位：千円）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
不動産ファン

ド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

 株式 115,100 2,522,588 2,637,688

 債券 ― 700,000 700,000

匿名組合

出資金等

（注）

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

　　合計 4,434,948 10,310,115 14,745,064

（注）匿名組合出資金等は証券取引法第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　営業投資有価証券、営業出資金、その他の関係会社

有価証券、出資金、関係会社出資金及び営業貸付金

　　　　　　　　　　　　　　

 （１）営業投資有価証券　　　　　　　　　(単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

 株式 98,986 1,950,388 2,049,374

 債券 ― 2,510,000 2,510,000

 匿名組合

 出資金等

 (注１，２）

7,372,626 1,251,540 8,624,167

合計 7,471,612 5,711,929 13,183,542

（注）１.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.「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）の適用により、当

社の関係会社に該当することとなった投資事業組

合等に対する出資14,280,163千円は、従来「営業

投資有価証券」として表示しておりましたが、当

事業年度より「その他の関係会社有価証券」に含

めて表示しております。

（２）営業出資金　　　　　　　　　　(単位：千円） （２）営業出資金　　　　　　　　　　　(単位：千円）

 
不動産ファン

ド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

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

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

 匿名組合

出資金（注）
167,387 ― 167,387

 出資金 128,500 3,000 131,500

合計 295,887 3,000 298,887

 （注）「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）の適用により、当社の関係

会社に該当することとなった投資事業組合等に対す

る出資13,183,802千円は、従来「営業出資金」とし

て表示しておりましたが、当事業年度より「関係会

社出資金」に含めて表示しております。
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第6期
（平成18年２月28日）

第7期
（平成19年２月28日）

 （３）その他の関係会社有価証券及び関係会社出資金　

 (単位：千円）

 
不動産ファ

ンド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

その他の関係会

社有価証券

（注）

7,433,819 12,033,426 19,467,245

関係会社出資金

（注）
13,183,802 192,248 13,376,050

（注）「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）の適用により、当社の関

係会社に該当することとなった投資事業組合等に対

する出資は、従来「営業投資有価証券」または「営

業出資金」として表示しておりましたが、当事業年

度より「営業投資有価証券」14,280,163千円につい

ては「その他の関係会社有価証券」に、「営業出資

金」13,183,802千円については、「関係会社出資

金」に含めて表示しております。
（３）営業貸付金　　　　　　　　　　(単位：千円） （４）営業貸付金　　　　　　　　　　　(単位：千円）

 
不動産ファン

ド事業
Ｍ＆Ａ事業 合計

 貸付金 385,000 4,311,000 4,696,000

 
不動産ファン

ド事業
M&A事業 合計

 貸付金 913,800 5,940,000 6,853,800

 
※３　貸借対照表上、区分掲記しているものを除き、関係

会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
未収入金 3,357千円 
その他の流動資産    311,615千円 
買掛金       5,817千円 
未払費用       8,239千円 
前受金       61,000千円

 

※３　貸借対照表上、区分掲記しているものを除き、関

係会社に対する資産及び負債は次のとおりであり

ます。
売掛金 5,494 千円 

※４　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 600,000株
発行済株式総数 普通株式 263,633株
   

 ※４

───────

※５　当社が保有する自己株式の数は、普通株式120株で

あります。
 ※５

───────

※６　配当制限 

旧商法施行法規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は747,169千

円であります。

 

 ※６

───────

７.偶発債務

───────

７.偶発債務
下記の会社の金融機関等からの借入に対し債務保証を
行っております。 
AssetManagers(Asia)Company 
Limited

1,600,000 千円 

株式会社エール 1,220,000 千円 
有限会社ブレイジング・スカイ 2,400,000 千円 
　計 5,220,000 千円 
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（損益計算書関係）

第6期
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 ※１ 関係会社との取引  
各科目に含まれている関係会社に対するものは次の
とおりであります。
売上高 288,045千円
売上原価 12,000千円
販売費及び一般管理費 21,839千円
受取利息 275,019千円
   

 ※１ 関係会社との取引 
各科目に含まれている関係会社に対するものは次の
とおりであります。
受取利息 193,855千円
匿名組合投資損失 203,059千円
   

 ※２ 販売費及び一般管理費の主要項目
 販売費に属する費用のおおよその割合は３％、一般
管理費に属する費用のおおよその割合は97％であり
ます。
役員報酬 156,515千円
給与手当 376,316千円
賞与 254,293千円
旅費交通費 115,787千円
支払手数料 264,195千円
支払報酬 129,660千円
租税公課 216,456千円
減価償却費 19,588千円

 ※２ 販売費及び一般管理費の主要項目  
販売費に属する費用のおおよその割合は２％、一般
管理費に属する費用のおおよその割合は98％であり
ます。
役員賞与引当金繰入額 317,000千円
給与手当 538,320千円
賞与 488,803千円
支払手数料 713,829千円
支払報酬 421,876千円
租税公課 253,480千円
減価償却費 59,459千円

  

（株主資本等変動計算書関係）

自己株式の種類及び株式総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

自己株式

普通株式 120 120 ― 240

合計 120 120 ― 240

 自己株式の株式総数の増加の内訳

　普通株式の自己株式の株式数の増加120株 は、平成18年３月１日付をもって、１株を２株とする株式分割を行ったこと

によるものであります。　　　
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（リース取引関係）

第6期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引
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）

 工具器具備品 8,517 709 7,807

合計 8,517 709 7,807

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形
固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支
払利子込み法により算出しております。

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

 工具器具備品 8,517 1,959 6,558

合計 8,517 1,959 6,558

 （注）　

同左

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 1,703千円
１年超 6,104千円
合計 7,807千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料
期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合
が低いため、支払利子込み法により算出しておりま
す。

１年内 1,788千円
１年超 4,769千円
合計 6,558千円

 （注）

 同左

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 709千円
減価償却費相当額 709千円 

   

支払リース料 1,788千円
減価償却費相当額 1,788千円 

   

４．減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存期間を零とする定
額法によっております。 

（減損損失について）
 リース資産に配分された減損損失はありません。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 

（減損損失について） 

同左

（有価証券関係）

第6期（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

第7期（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

第6期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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内
訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内
訳

繰延税金資産
売掛金 32,373千円
未払事業税 187,113千円
未払不動産取得税 3,692千円
たな卸資産償却費 12,547千円
たな卸資産評価損 14,519千円
繰延ヘッジ損失 28,206千円
未払金 5,801千円
その他 15,142千円

繰延税金資産小計 299,396千円
評価性引当額 －

繰延税金資産合計 299,396千円

  繰延税金負債  
匿名組合出資分配損 △53,724千円
その他有価証券評価差額金 △512,812千円
その他 △1,541千円

繰延税金負債合計 △568,078千円

繰延税金負債の純額 △268,682千円

  

繰延税金資産
匿名組合分配損益 724,350千円
未払事業税 427,093千円
繰延ヘッジ損失 272,738千円
営業投資有価証券評価損 179,889千円
投資有価証券評価損 86,852千円
関係会社出資金評価損 118,653千円
売掛金 57,324千円
たな卸資産償却費 20,239千円
たな卸資産評価損 14,519千円
その他 125,858千円

繰延税金資産小計 2,027,521千円
評価性引当額 ―  

繰延税金資産合計 2,027,521千円

  繰延税金負債   
その他有価証券評価差額金 △327,795千円
為替予約 △103,704千円
その他 △13,480千円

繰延税金負債合計 △444,980千円

繰延税金資産の純額 1,582,540千円

   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため、記載を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳

 
法定実効税率 40.69 ％
（調整）   
交際接待費等永久に損金に算入されない
項目

1.31 ％ 

過年度法人税等 1.36 ％ 
その他 0.30 ％

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.66 ％ 
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（１株当たり情報）

第6期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

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

１株当たり純資産額 84,376円58銭
１株当たり当期純利益金額   13,643円90銭
潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額

12,664円10銭

 

 当社は、平成18年３月１日付で株式１株につき２株の
株式分割を行っております。
なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場
合の前事業年度における1株当たり情報については、以
下のとおりとなります。
１株当たり純資産額 73,432円96銭
１株当たり当期純利益金額 7,374円36銭
潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額

7,261円28銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

項目
第6期

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 3,802,376 7,205,853

普通株主に帰属しない金額（千円） 169,000 －

（内利益処分による役員賞与金） (169,000) －

普通株式に係る当期純利益（千円） 3,633,376 7,205,853

期中平均株式数（株） 246,351 528,137

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額 － －

普通株式増加数（株） 45,439 40,861

（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）
(40) (77)

（うち、新株予約権にかかる増加数） (45,399) (40,784)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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 265株

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
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（重要な後発事象）

第6期
（自　平成17年３月１日

　　至　平成18年２月28日）

第7期
（自　平成18年３月１日

　　至　平成19年２月28日）

2011年３月18日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
の発行について
平成18年３月２日開催の当社取締役会において、2011
年３月18日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の
発行を決議し、下記のとおり発行いたしました。

(1) 発行総額　　額面総額13,000,000千円
(2) 発行価額　　額面10,000千円につき金10,000千円
(3) 発行年月日　平成18年３月20日
(4) 償還期限　　平成23年３月18日
(5) 募集の方法
　Mizuho International plc,London,Zurich Branchの
総額買取引受によるスイス連邦を中心とする海外市
場（アメリカ合衆国を除く。）における募集

(6) 利　　率　　利息は付さない。
(7) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
①　種類　当社普通株式
②　数
本新株予約権が行使された場合に交付すべき当社普
通株式の総数は、本社債の発行価額の総額を下記(9)
②記載の転換価額（ただし、修正又は調整された場
合は修正後又は調整後の転換価額）で除した数を上
限とし、当初39,097.74株を上限とする。

(8) 新株予約権の総数　1,300個
(9) 新株予約権の行使に際して払い込むべき額
①　社債の発行価額と同額とする。
②　新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当

たりの額は、当初332,500円とする。
(10) 資金使途

　全額を当社組成の不動産ファンド及びＭ＆Ａ事業へ
の投融資に充当する予定であります。

──────────

－ 19 －


