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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）　　　　　　　　 　　（百万円未満切捨）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 27,504 2.4 9,650 △41.2 10,119 △37.8 3,779 △57.5

18年３月期 26,863 88.2 16,401 110.5 16,280 112.2 8,894 108.6

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

営業収益
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 1,897 00 1,820 44 8.4 14.6 35.1

18年３月期 8,994 55 8,412 35 24.1 34.9 61.1

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月期 81,215 52,598 60.8 24,699 12

18年３月期 57,437 40,989 71.4 41,400 11

（参考）自己資本 19年３月期 49,355百万円 18年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年３月期 △2,881 △18,886 13,626 14,914

18年３月期 6,958 △14,560 2,552 22,113

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － 500 00 － － 2,000 00 2,500 00 1,971 27.8 4.6

19年３月期 － － 0 00 － － 1,000 00 1,000 00 1,998 52.7 3.0

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

  　当社グループの主たる事業である投信投資顧問業は、業績が経済情勢や相場環境によって大きな影響を受ける状況  

  にあります。このため、当社グループの業績を予想し開示することは難しいと認識しております。したがって当社

  は、業績予想の開示に代えて四半期毎の実績開示が有益な情報であると考え、継続して実施しております。
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４．その他

 　(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

 　　新規　２社（社名　スパークス・アセット・マネジメント㈱、スパークスOMSF-２投資事業組合）　　

 　　除外　－社

     （注）詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

 　(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要

　　　な事項の変更に記載されるもの）

 　　①　会計基準等の改正に伴う変更　　有

 　　②　①以外の変更　　　　　　　　　無

 　　（注）詳細は、30ページ「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」をご覧ください。

 　(3) 発行済株式数（普通株式）

 　　①　期末発行済株式数（自己株式を含む）　19年３月期　2,029,740株　18年３月期　1,005,170株

 　　②　期末自己株式数　　　　　　　　　　　19年３月期　 　31,470株  18年３月期　   19,505株

 　　（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定となる株式数については、47ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

           さい。

　

 (参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 9,691 △52.7 3,657 △70.5 4,066 △69.6 1,850 △75.7

18年３月期 20,470 85.7 12,415 96.8 13,394 92.9 7,604 93.8

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

円 銭 円 銭

19年３月期 928 64 891 17

18年３月期 7,724 78 7,224 76

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率（注） １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 62,003 39,823 64.2 19,928 95

18年３月期 49,091 37,181 75.7 37,598 50

 

（参考）自己資本 19年３月期 39,823百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

　上記「３．平成20年３月期の連結業績予想」に記載と同様の理由により、個別業績予想は記載しておりません。　
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１．経営成績
 (1)経営成績に関する分析

　当社は、平成18年10月１日付で持株会社体制に移行し、社名をスパークス・グループ株式会社に変更するとともに、

子会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社に、資産運用業とそれに係る人員及び資産等を承継いた

しました。

 

　当期におけるわが国経済は、年度当初は輸出の増加と好調な設備投資を背景に底堅い成長を見せましたが、夏場を

中心に個人消費が低迷し、企業部門から家計部門への波及が緩やかなものとなり、特に賃金は大方の期待を裏切る低

い伸びにとどまったことから、年度当初に期待していたほどの成長率は実現できませんでした。また、平成13年３月

から続いたゼロ金利解除による金融政策の変更や原油価格の上昇等も実態経済への影響を及ぼした要因だったと言え

ます。

　株式市場は、政府によるデフレ脱却宣言の前倒し期待や昨年４月上旬に発表された日銀短観から好調な景気に変化

はなく、いざなぎ景気を超える可能性が高いことから安心感が広がり、堅調な展開から開始しました。しかし、米国

でのインフレを連想させる経済指標の発表が相次ぎ、利上げ継続観測の台頭から世界的な金利上昇に対する危険回避

的な投資行動へとつながり、昨年５月から６月にかけて、株式や商品等の市場が大きく下落しました。現在では一般

に知れ渡った円キャリー取引ですが、解消時の市場に与える影響の大きさが認知されたのはこの時期でした。その後

は、FOMC（連邦公開市場委員会；Federal Open Market Committee）が金利を据え置くスタンスを継続し、日銀による

ゼロ金利解除により、金利差是正の動きから、世界的に落ち着きを取り戻し、ファンダメンタルズを的確に反映した

株価水準への戻りを見せています。

　また、２月末には、バブルを懸念する中国政府による金融政策・証券投資規制・キャピタルゲイン課税導入等の観

測による上海市場の大幅な下落が発端となり、世界同時株安となりました。しかし、昨年５月から６月にかけての下

落時と異なり、市場参加者の冷静な対応から比較的短期間で落ち着きを取り戻しました。年度を通してみると日経平

均は1.34％の上昇、TOPIXは0.84％の下落で終わりました。

　このような環境の下、当社グループの当事業年度末における運用資産残高は、平成18年６月に買収したPMA

Capital Management Limited(以下、ＰＭＡ社)の運用資産残高が加わったものの、前期末比微減の１兆7,778億円に留

まりました。

　運用会社別では、当社グループ（スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びSPARX International (Hong

Kong) Limited（以下、あわせて「スパークス・アセット社」））の運用資産残高が同20.3％減の１兆2,819億円、

Cosmo Investment Management Co., Ltd. （以下、コスモ社）の運用資産残高が同51.2％増の2,587億円となりました。

また、ＰＭＡ社の運用資産残高2,370億円が加わっております。

　この結果、営業収益は残高報酬が38.4％増の174億14百万円となりましたが、成功報酬が31.7％減の93億97百万円、

その他収益が34.0％増の６億92百万円となり、前期比2.4％増の275億４百万円になりました。

　営業費用に関しましては、スパークス・アセット社の平均運用資産残高の増加に伴う販売会社向け支払手数料の増

加等を反映し、前期比13.9％増の39億69百万円となりました。一方、一般管理費は陣容の拡充に伴う人員増加を主因

とした人件費の増加及びＰＭＡ社買収に伴うのれん償却費の発生等により、前期比99.1％増の138億84百万円となりま

した。

　この結果、営業利益は前期比41.2％減の96億50百万円となりました。一方経常利益は、ＰＭＡ社買収等業容拡大に

伴い金融機関からの借入が増加し、支払い金利が増加した結果、前期比37.8％減の101億19百万円となりました。

　これらの結果、当期純利益は37億79百万円と、前期比57.5％減となりました。

　（注）平成19年３月末運用資産残高は一部速報値を使用しております。
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 当期の四半期損益の推移は以下のとおりです。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

(平成18年４月～ (平成18年７月～ (平成18年10月～ (平成19年１月～

平成18年６月) 平成18年９月) 平成18年12月) 平成19年３月)

金額 対前年同期 金額 対前年同期 金額 対前年同期 金額 対前年同期

（千円） 増減率(%) （千円） 増減率(%) （千円） 増減率(%) （千円） 増減率(%)

営業収益 8,848,998 229.0 6,312,345 25.2 5,882,639 △46.5 6,460,571 △20.6

　残高報酬 4,138,757 75.7 4,641,757 61.1 4,077,656 18.4 4,556,712 16.8

　成功報酬 4,673,238 1,938.1 1,330,563 △34.8 1,790,702 △76.1 1,603,158 △59.9

　その他 37,002 △64.6 340,024 183.7 14,280 △77.4 300,700 31.3

営業費用及び

一般管理費
4,567,218 153.9 4,453,983 107.6 4,854,951 43.6 3,978,019 26.9

営業利益 4,281,779 380.9 1,858,362 △35.8 1,027,687 △86.5 2,482,552 △50.3

経常利益 4,453,545 449.6 1,884,699 △35.3 1,355,814 △82.3 2,425,094 △50.5

純利益 2,288,662 564.6 623,252 △61.1 553,616 △85.6 314,345 △89.8

 

当期の所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。

営業収益及び営業利益

所在地別 営業収益（千円） 営業利益（千円）

日本 17,327,596 6,790,110

バミューダ 8,211,573 490,551

ケイマン 5,543,952 1,598,588

米国 3,420,309 614,727

英国 1,206,435 △1,859,101

その他 3,644,120 2,178,900

消去又は全社 △11,849,434 △163,394

連結合計 27,504,554 9,650,382

①　日本

　平均運用資産残高の増加により残高報酬は増加したものの、パフォーマンスに基づく成功報酬が前期に比べ減少

したため、営業収益は前期比21.1％減の173億27百万円となりました。

　営業費用及び一般管理費は、同22.7％増の105億37百万円になりました。増加の主な要因は、平均運用資産残高の

増加に伴う販売会社向け支払手数料（同10.0％増）及び、人員増加による人件費（同3.2％増）によるものでありま

す。

　この結果、営業利益は同49.2％減の67億90百万円となりました。

②　バミューダ

　外国籍ファンドの運用資産残高が減少したことにより、営業収益は同10.2％減の82億11百万円となりました。ま

た、主に関係会社向け支払手数料が減少したことにより、営業費用及び一般管理費は同6.9％減の77億21百万円とな

り、営業利益は同41.8％減の４億90百万円となりました。

③　ケイマン

　当社グループに新たにＰＭＡ社が加わったことにより、営業収益は55億43百万円となりました。また、営業費用

及び一般管理費は39億45百万円となり、営業利益は15億98百万円となりました。

④　米国

　米国籍ファンドの運用資産残高が減少したことにより、営業収益は同4.5％減の34億20百万円となりました。また、

主に関係会社向け支払手数料が減少したことにより、営業費用及び一般管理費は同5.0％減の28億５百万円となり、

営業利益は同2.4％減の６億14百万円となりました。

⑤　英国

　主に欧州及び中東の顧客に対する営業活動の対価をグループ会社から得ており、営業努力の結果を反映して営業

収益は同25.5％増の12億６百万円となりました。また、営業費用及び一般管理費はＰＭＡ社買収に伴うのれん償却

費を主要因として同474.4％増の30億65百万円となり、営業利益は18億59百万円のマイナスとなりました。

（注）平成19年３月末運用資産残高は一部速報値を使用しております。
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当期の当社グループの連結営業収益の項目別内訳は以下のとおりです。

項目
平成18年３月期 平成19年３月期

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 対前期増減比（％）

１．委託者報酬 6,999,065 26.1 4,746,235 17.3 △32.2

　　うち残高報酬 (3,415,284) (12.7) (3,660,326) (13.3) (7.2)

　　うち成功報酬 (3,583,780) (13.4) (1,085,909) (4.0) (△69.7)

２．投資顧問料収入 19,348,211 72.0 22,066,310 80.2 14.0

　　うち残高報酬 (9,167,395) (34.1) (13,754,556) (50.0) (50.0)

　　うち成功報酬 (10,180,816) (37.9) (8,311,753) (30.2) (△18.4)

小計（１．＋２．） 26,347,276 98.1 26,812,545 97.5 1.8

　　うち残高報酬 (12,582,679) (46.8) (17,414,882) (63.3) (38.4)

　　うち成功報酬 (13,764,596) (51.3) (9,397,663) (34.2) (△31.7)

３．その他 516,612 1.9 692,008 2.5 34.0

　　営業収益合計 26,863,889 100.0 27,504,554 100.0 2.4

(注)　()書きは内訳数値です。

 

 上記のように当社グループの収益の大半は投信投資顧問料収入によって構成されております。投信投資顧問料収入は、

運用資産の残高に応じて計算される残高報酬と運用成績に応じて計算される成功報酬とに大別されます。このうち残高

報酬は全ての投信投資顧問業の契約で受領することができます。また、成功報酬についても、投資家、販売会社等と交

渉の上、可能な限り多くの契約で受領することができるようにしております。

 

・残高報酬

　現在の報酬料率を基準に各運用手法の特性に基づき顧客との交渉を行っております。

　残高報酬料率（ネット・ベース）の推移は以下のとおりです。

区分 平成18年３月期 平成19年３月期 

スパークス・アセット社

残高報酬料率

（ネット・ベース）

0.81％ 0.75％

当社グループ残高報酬料率

（ネット・ベース）
0.76％ 0.76％

(注)１．　残高報酬料率（ネット・ベース）＝（残高報酬－残高報酬に係る支払手数料及び少数株主利益）÷

　　　　　期中平均運用資産残高

(注)２．　ＰＭＡ社の残高報酬料率は当社グループが同社株式を取得した日以降に発生した残高報酬を基に年換算し

 　 　　　ております。

 

・成功報酬

　単純なケースでは過去の計算期間末日の「一口当たり純資産価格」＝「Net Asset Value Per Share」（以下、「ＮＡ

ＶＰＳ」と言います。）の最高値を今計算期間末日のＮＡＶＰＳと比較して、今計算期間のＮＡＶＰＳの方が高かった

場合は、値上がり部分に一定料率をかけ、年一回成功報酬として計算します。（これを「ハイ・ウォーター・マーク方

式」と言います。）また、一定のベンチマークに対するアウトパフォーマンスや絶対的な値上がりのパーセンテージな

どのハードルレートを儲け、それを上回った場合にのみ成功報酬を受領できる契約となっているものもあります。
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絶対リターン追求型の運用に多いハイ・ウォーター・マーク（ＨＷＭ）方式の成功報酬の仕組み

 

\ 14,000 

成功報酬控除前の 

基準価格 

\ 10,000 

成功報酬発生 

HWMの更新 

成 功 報 酬 

（例： 20%） 

HWM 

 \ 200 

ファンドの次の基準日： 

成功報酬控除「前」のファンドの

基準価格が、￥14,000より小さい

場合。 

成功報酬発生せず 

HWMは更新せず 

\ 15,000 

ファンドの設定日 ファンドの基準日 ファンドの次の基準日 

成功報酬控除後の

基準価格= HWM 

 

 

更新後HWM 

成功報酬  

ファンドの次の基準日： 

成功報酬控除「前」のファンド

の基準価格が、￥14,000より

大きい場合。 

(注)１．　上記の図は成功報酬の仕組みを簡便に説明したもので、実際の成功報酬の体系及びファンドの基準価格の

 　 　　　計算方法を厳密に説明しているものではありません。

(注)２．　上記では、説明の都合上、成功報酬の料率を便宜的に20％として計算しております。

 

(2)財政状態に関する分析

　当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が102億77百万円とな

り、また借入による収入が160億円ありましたが、ＰＭＡ社買収に伴う新規連結子会社取得192億30百万円、短期

の余資運用による有価証券の取得35億75百万円、自己資金投資業務による営業投資有価証券の取得43億19百万円、

自己株式の取得19億99百万円等の支出があったため、前期末に比べ71億99百万円減少し、149億14百万円となって

おります。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により使用した資金は、前期より98億39百万円少ない28億81百万円となりました。これは主に税金等

調整前当期純利益が減少したためであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は、前期より43億25百万円少ない188億86百万円となりました。これは、主に新規

連結子会社取得による支出192億30百万円によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により獲得した資金は、前期より110億73百万円多い136億26百万円となりました。これは、主にＰＭ

Ａ社の買収資金として、銀行借入による調達160億円を行ったためであります。
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(3）運用資産残高の状況

　以下の表は、当社グループ（スパークス・アセット社、コスモ社、ＰＭＡ社）の当期の運用資産の残高の状況を

示したものです。

ただし、以下の運用資産残高のうち一部速報値を使用しているものがあります。

　なお、当社は平成18年６月19日付でＰＭＡ社の発行済株式の100％を取得しましたので、ＰＭＡ社の運用資産残高

より発生する営業収益のうち株式取得日の同日以降発生分を当社連結損益に反映しております。

　以下、数値は当社の持分に係らず運用資産残高の100％を記載しておりますが、当社以外の出資者持分については

少数株主損益が計上されます。当社の持分が100％未満のグループ会社の当社持分は以下のとおりであります。

会社名 当社持分

コスモ社 51.9％

SPARX Value GP, LLC 70.0％

 

 ■会社別の内訳

　①　当期の月末運用資産残高の推移

（単位：億円） 

会社名 平成18年６月 平成18年９月 平成18年12月 平成19年３月

スパークス・ア

セット社
15,231 13,303 13,794 12,819

コスモ社 1,924 2,248 2,490 2,587

ＰＭＡ社 2,615 2,659 2,545 2,370

合計 19,771 18,211 18,830 17,778

(注)　１．当社は平成18年６月19日付でＰＭＡ社の発行済株式の100％を取得しましたので、ＰＭＡ社の運用資産残高

 　 　　　より発生する営業収益のうち同日以降発生する部分のみ当社連結損益に反映いたします。

 　 　２．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。なお、上記金額は、各月末

 　 　　　時点における実際の運用に係る金額のみではなく、コミットメント・ベース等により契約上運用報酬の算

 　 　　　定の対象となる金額がある場合は、これを含め表示しております。

 　 　３．平成19年３月末の残高は一部速報値を使用しております。

　　

 　　 ②運用資産平均残高の推移

（単位：億円）　　　　　　　　　　 

会社名 平成18年３月期 平成19年３月期

スパークス・アセット社 11,913 14,176

コスモ社 1,203 2,210

ＰＭＡ社 - 2,535

運用資産平均残高 13,116 18,922

(注)　１．各期の月末運用資産残高の単純平均であります。なお、当社は平成18年６月19日付でＰＭＡ社の発行済株式

 　 　　　の100％を取得しましたので、ＰＭＡ社の運用資産残高より発生する営業収益のうち同日以降発生する部分

 　 　　　のみ当社連結損益に反映いたします。

 　 　２．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。なお、上記金額は、各月末

 　 　　　時点における実際の運用に係る金額のみではなく、コミットメント・ベース等により契約上運用報酬の算

 　 　　　定の対象となる金額がある場合は、これを含め表示しております。

 　 　３．平成19年３月末の残高は一部速報値を使用しております。
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 　　 ③成功報酬付運用資産残高及び比率の推移

（単位：億円）　　　　　　　　 

会社名 平成18年３月 平成19年３月

スパークス・アセット社
残高（億円） 7,503 6,469

比率（％） 46.7 50.5

コスモ社 
残高（億円） 1,373 2,255

比率（％） 80.3 87.2

ＰＭＡ社 
残高（億円） － 2,370

比率（％） － 100.0

合計 
残高（億円） 8,876 11,096

比率（％） 49.9 62.4

(注)　１．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。なお、上記の金額は、各月末

 　 　　　時点における実際の運用に係る金額のみではなく、コミットメント・ベース等により契約上運用報酬の算定

 　 　　　の対象となる金額がある場合は、これを含め表示しております。

 　 　２．平成19年３月末の残高は一部速報値を使用しております。

 

　■スパークス・アセット社運用資産残高の内訳

　　①　当期の投資戦略別運用資産残高の推移

（単位：億円） 

投資戦略 平成18年６月 平成18年９月 平成18年12月 平成19年３月

日本株式ロング・ショート投資戦略 3,183 3,153 3,074 2,704

日本株式集中投資戦略 777 683 645 620

ファンド・オブ・ファンズ投資戦略 502 721 772 745

日本株式一般投資戦略 6,176 4,421 4,690 4,247

日本株式中小型投資戦略 2,810 2,570 2,858 2,821

日本株式バリュー・クリエーション投資戦略 1,740 1,708 1,709 1,634

日本株式未公開株式投資戦略 41 42 44 44

合計 15,231 13,303 13,794 12,819

(注)　１．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。なお、上記の金額は、各月末

 　 　　　時点における実際の運用に係る金額のみではなく、コミットメント・ベース等により契約上運用報酬の算定

 　 　　　の対象となる金額がある場合は、これを含め表示しております。

 　 　２．平成19年３月末の残高は一部速報値を使用しております。

 

　　②　当期の国内外別運用資産残高の推移

（単位：億円） 

区分 平成18年６月 平成18年９月 平成18年12月 平成19年３月

国内 4,330 4,341 4,232 3,885

国外 10,900 8,961 9,562 8,934

合計 15,231 13,303 13,794 12,819

(注)　１．国内・国外の区分けは、ファンドの場合はファンドが組成された地域、投資一任契約及び投資顧問契約の場

 　 　　　合は契約相手方の所在地域によっております。

 　 　２．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。なお、上記の金額は、各月末

 　 　　　時点における実際の運用に係る金額のみではなく、コミットメント・ベース等により契約上運用報酬の算定

 　 　　　の対象となる金額がある場合は、これを含め表示しております。

 　 　３．平成19年３月末の残高は一部速報値を使用しております。
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 　　③　当期の契約形態別運用資産残高の推移

（単位：億円） 

区分 平成18年６月 平成18年９月 平成18年12月 平成19年３月

投資顧問業

　助言　 140 99 1,317 1,996

　一任 12,325 10,535 9,862 8,459

投資信託委託業 2,765 2,667 2,614 2,363

合計 15,231 13,303 13,794 12,819

(注)　１．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。なお、上記の金額は、各月末

 　 　　　時点における実際の運用に係る金額のみではなく、コミットメント・ベース等により契約上運用報酬の算定

 　 　　　の対象となる金額がある場合は、これを含め表示しております。

 　 　２．平成19年３月末の残高は一部速報値を使用しております。

 

　■コスモ社運用資産残高の内訳

　　①　当期の投資戦略別運用資産残高の推移

（単位：億円） 

投資戦略 平成18年６月 平成18年９月 平成18年12月 平成19年３月

韓国株式ロング・ショート投資戦略 301 333 360 398

韓国株式集中投資戦略 87 149 183 175

 韓国株式一般投資戦略 609 640 652 581

韓国株式インデックス運用戦略 816 1,006 1,166 1,304

その他 109 118 128 128

合計 1,924 2,248 2,490 2,587

(注)　金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。なお、上記の金額は、各月末

 　 　時点における実際の運用に係る金額のみではなく、コミットメント・ベース等により契約上運用報酬の算定の対

 　 　象となる金額がある場合は、これを含め表示しております。

 

　■ＰＭＡ社運用資産残高の内訳

　　①　当期の投資戦略別運用資産残高の推移

（単位：億円） 

投資戦略 平成18年６月 平成18年９月 平成18年12月 平成19年３月

アジア株式投資戦略 1,315 1,289 1,136 998

アジア・欧州債券投資戦略 1,203 1,266 1,309 1,273

 アジア・マクロ投資戦略 96 103 99 99

合計 2,615 2,659 2,545 2,370

(注)　金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。なお、上記の金額は、各月末時点

 　 　における実際の運用に係る金額のみではなく、コミットメント・ベース等により契約上運用報酬の算定の対象と

 　 　なる金額がある場合は、これを含め表示しております。

 

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  株主に安定的に利益を還元するため、内部留保の充実に努めることを基本方針としております。今後もこの基本方

針を念頭に利益の還元を行う所存です。

　なお、期末配当につきましては、普通配当として１株当たり1,000円の議案を、株主総会に付議する予定にしており

ます。

  (5）事業等のリスク

　　　最近の有価証券報告書（平成18年６月26日提出）における記載から投資家に速やかに伝達すべき新たなリスクが顕

　　在化していないため開示を省略しております。

スパークス・グループ㈱　(8739)　平成 19 年３月期決算短信

－ 9 －



２．企業集団の状況
 (1)事業の内容について

 　 当社グループは、スパークス・グループ株式会社を持株会社として、日本にあるスパークス・アセット・マネジ

　メント株式会社、スパークス証券株式会社、スパークス・キャピタル・パートナーズ株式会社及び海外子会社で構成

　される独立系の、資産運用業（投資顧問業・投資信託委託業）を中核業務とする企業グループです。

　　当社グループが提供するサービスは、資産運用業のほか、当社子会社であるスパークス証券株式会社及びSPARX

　Securities, USA, LLCが行う証券業、また当社子会社であるスパークス・キャピタル・パートナーズ株式会社が行う

　コンサルティング業務に大別されます。また、従来の日本株の調査・運用に加え、

  Cosmo Investment Management Co., Ltd.（以下「コスモ社」と称します。）による韓国株の調査・運用及び香港を 

  主要拠点とするPMA Capital Management Limited（以下「ＰＭＡ社」と称します。）によるアジア株式などの調査・

  運用を展開しております。

　　このうち、投資顧問業とは、株式、債券などの有価証券に対する投資判断（有価証券の種類、銘柄、数、価格、売

　買時期などの判断）について、報酬を得て専門的立場から、投資家に助言を行う業務です。投資顧問業はさらに、

　「投資助言業務」と「投資一任業務」に大別されます。このうち投資助言業務は投資家との間で「投資顧問契約」を

　結び、その契約内容にしたがって投資助言のみを行う業務です。この場合、実際の投資判断と有価証券の売買・発注

　は投資家自身で行うこととなります。一方、投資一任業務は、投資家と「投資一任契約」を締結し、顧客から投資判

　断の全部または一部と売買・発注などの投資に必要な権限を委任される業務です。投資一任契約の場合、どの有価証

　券への投資を通じて投資家の資産を運用するかという投資判断と実際の売買・発注までを投資顧問会社が行います。

 

投資助言業務の仕組み

  

当グループ 
子会社 

投資顧問契約 

投資顧問料 

投資助言 

証券会社 
売買発注 

投資家 

投資判断者 

投資一任業務の仕組み

  

当グループ 
子会社 

投資一任契約 

投資顧問料 

リスク等の説明 

証券会社 

売買発注の代理 

投資家 

投資判断者 
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 他方、投資信託委託業とは、業として委託者指図型の投資信託の委託者となることであります。運用の専門家である

投資信託委託業者（委託者）として、投資信託への投資として投資家（受益者）から集めた資金を一つにまとめ有価

証券に分散投資し、その成果（運用損益）を投資家に配分することを業務としております。

投資信託（契約型）の仕組み

 

申込金 

 
受益証券の交付 

（販売証券会社等による保護預りが一般的） 

分配・償還金 

投資家 
（受益者） 

販売 

運用 

委託者 
 

受託者 
（信託銀行） 

管理・保管 
運用の指図
（信託契約） 

信託金 

分配・償還金 

証券市場 

販売会社 
（証券会社（注2） 
･銀行･保険会社） 

分
配
・
償
還
金 

申
込
金 

受
益
証
券
の
交
付 

（注１）投資信託には契約型と会社型があります。このうち、わが国の主流は契約型でありますので、上記では契約

型の仕組みを記載しております。

（注２）スパークス証券株式会社は取扱証券会社のうちの一社であります。

 また、当社子会社であるスパークス証券株式会社が行う証券業の主な事業は、有価証券等の売買の取次ぎ・販売の他、

顧客の資産運用・管理全般あるいは事業再編・拡大等に向けた情報提供・コンサルティング業務等であり、SPARX 

Securities, USA, LLCは米国でファンドを販売しております。

　当社は、平成元年７月１日の業務開始以来、独立系の投資顧問会社として日本株を中心に企業への個別訪問による

ボトムアップ・アプローチを軸に、独創的な資産運用を行ってまいりました。

　当社は店頭登録企業を主体とする中小型株への投資に専門性を持った投資顧問会社として創業いたしました。今後

日本経済に大規模な構造変革が起きることを想定し、その変革の担い手は大企業ではなく、店頭登録企業に代表され

る新興の成長企業、中でも経営者が自社のマネジメントに哲学をもつオーナー企業であるとの確信に基づき、そのよ

うな企業を対象とする運用に特化いたしました。その結果、創業時より必然的に採用された運用調査手法が、会社訪

問による企業調査を中心にした「ボトムアップ・アプローチ」です。当社の調査対象である企業の分析は公開情報を

机上で検証するのみでは十分とは言えません。投資対象企業に直接赴き、企業経営者の「生の声」を聞くことを通じ

て確認できる経営哲学、企業の現場でのみ体感できる成長企業の胎動を確認することで単なる文字や数字の羅列に過

ぎない公開情報の奥に潜む真の企業像を浮き彫りにすることができると考えているからです。

　この「ボトムアップ・アプローチ」に基づく個別企業訪問では主に「企業収益の質」「市場成長性」「経営戦略」

を丹念に調査し、事業リスクなどを勘案したうえで将来の収益及びキャッシュ・フローの予測を行い、企業の実態面

から見た株式価値を計測します。この企業実態から見た株式価値と日々の株価との間に存在する乖離（バリュー・

ギャップ）を投資機会として捉えます。これに独自の調査や投資仮説に基づき把握したバリュー・ギャップ解消のカ

タリスト（きっかけ・要因）を加味して投資判断を下しています。
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　1990年代の日本の株式市場では、市場における「勝ち組企業」と「負け組企業」の評価が明確化するとともに、大

企業においても事業の再構築の進展度合いにより、市場の評価の二極化が進展しました。この結果、業種間の評価格

差や同一業種内での株価の二極化が急速に進展し始めました。この様な市場の変化に的確に対応するために、平成９

年６月よりスパークス・ロング・ショート・ファンド・リミテッドを組成し、ロング・ショート運用（注３）を開始

いたしました。

　　（注３）ロング・ショート運用とは

　　　株式の買い持ち（ロング）とカラ売り（ショート）を同時に保有する事により、市場全体の方向性に関わら

　　　ず、安定的にリターンを上げる事を目指す投資戦略です。当社のロング・ショート運用では勝ち組企業・割安

　　　銘柄を買い持ちし、負け組企業・割高銘柄を売り建てすることで市場変動に左右されにくいプラスのリターン

　　　を目指しています。

　また同年、世界各国のヘッジ・ファンドを投資対象としたファンド・オブ・ファンズであるソル・ファンドの運用

を開始いたしました。

　平成11年よりＴＯＰＩＸをベンチマークとする年金基金の運用を開始し、国内大手証券会社のラップ口座の運用を

受託いたしました。また、投資対象銘柄数を絞り込んだ集中投資型のファンドも同年運用を開始しております。加え

て、平成12年３月の投資信託委託業の認可取得後は国内公募投資信託、国内私募投資信託の運用を開始し、更に平成

12年４月より国内の未公開企業を投資対象とした運用も開始いたしました。

　平成15年１月からは、世界最大の年金基金、The California Public Employees'Retirement System（カルパース）

が投資する企業統治（コーポレート・ガバナンス）を基軸とした日本企業の価値の拡大を促す投資ファンドの投資ア

ドバイザーを務めております。この投資では、投資対象企業を絞り込むことで一社当たりの持ち株比率を大きくし、

投資先の企業の経営者と建設的な意見交換や議論を行い、十分な理解を得た上で、株主、従業員、その他利害関係者

の利益のために、企業価値向上のための諸施策を求めてまいります。この投資を行うに当たっても、投資先企業の選

定方法は当社が永年に渡り培ってきた「ボトムアップ・アプローチ」であることには変わりありません。企業価値の

本質を深く調査する従来のリサーチを進める過程でコーポレート・ガバナンスの観点から効率的な経営に転換できる

企業を発掘することが可能であると判断しているためであります。

  　また、当社グループの株主資本の更なる拡大を目的に、自己資金による投資業務を行うため、 スパークス・キャ

ピタル・パートナーズ株式会社を平成17年７月に設立いたしました。同社は長期保有を目的とした未公開会社への投

資案件等に積極的に関与していくと共に、グループ運用ファンドへの投資等も行っております。平成18年12月にはグ

ループ会社が運用するファンドの投資先企業に対する価値創造活動を目的としたコンサルティング業務を開始してお

ります。

　現在、当社グループでは、アジア地域での業務拡大を積極的に行っており、平成17年２月に韓国の資産運用会社コ

スモ社の株式の過半数を取得、加えて香港で同年８月にSPARX International (Hong Kong) Limitedを開業、さらに平

成18年６月に主な活動拠点を香港とするＰＭＡ社の全発行済株式を取得いたしました。この買収は今後急成長が見込

まれるアジア地域を投資対象とするオルタナティブ運用に関して支配的な地位を確立できる好機と考えております。

　さらに、平成18年10月１日をもって、当社グループは持株会社体制に移行いたしました。上場会社であったスパー

クス・アセット・マネジメント投信株式会社が持株会社となり、社名をスパークス・グループ株式会社に変更いたし

ました。同時に会社分割により、資産運用業務は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社が承継いたしまし

た。

　当社グループの主要な子会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社の運用資産を投資戦略別に区分

すると以下のようになります。

・日本株式ロング・ショート投資戦略：

　日本の株式市場の騰落または金利の動向に関わりなく、投資元本を維持することを目指しつつ元本の成長を提供す

ることを目的とし、主として、過小評価されている日本株を購入するとともに、過大評価されている日本株を空売り

することにより目的達成を目指す運用手法です。

・日本株式集中投資戦略：

　成長の踊り場にあり株価も低迷している企業を発掘し、そこに集中投資をすることで大きな値上がり益の獲得を目

指す運用手法です。単に市場を通じた株式投資にとどまらず、増資の引受による新規資金の注入により企業の再成長

を積極的にサポートします。

・ファンド・オブ・ファンズ投資戦略

　オフショアのオルタナティブ・インベストメントに関するノウハウ・情報を元にファンド・オブ・ファンズを通じ

て主にアジア地域のヘッジ・ファンドを投資対象とする運用手法です。
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・日本株式一般投資戦略：

　国内公募型のファンドに代表される運用方法です。運用手法が単純なだけに運用者の力量が問われます。投資対象

に応じて、一般投資戦略（投資対象：ラージ・キャップ）と中小型投資戦略（投資対象：スモール・キャップ）とに

大別することができます。

・日本株式バリュー・クリエーション投資戦略：

　割安な本邦上場企業を投資対象とし、当該投資先企業の経営者と建設的な意見交換を行い、十分な理解を得て、積

極的に企業価値・株主価値の増加を図るものです。

・日本株式未公開株式投資戦略：

　将来、株式市場に上場及び公開を目指すベンチャー企業への投資等に取り組んでおります。

 (2)事業系統図

　グループ企業の位置付けについて

　当社グループは持株会社であるスパークス・グループ株式会社の傘下に、資産運用会社であるスパークス・アセッ

ト・マネジメント株式会社、同社が組成・運用するファンド等を国内の投資家に販売するスパークス証券株式会社と

米国内で投資顧問業務を行うSPARX Investment & Research, USA, Inc.、海外籍ファンドの運用・管理を行うSPARX 

Overseas Ltd.、米国でファンドの運用・管理を行うSPARX Value GP, LLC、欧州の顧客の管理と開拓を行うSPARX 

Asset Management International, Ltd.、米国のファンドを販売するSPARX Securities USA, LLC、海外子会社を管理

するSPARX International, Ltd.、韓国の資産運用会社であるコスモ社、香港を主要拠点とする資産運用会社ＰＭＡ社、

香港で海外籍ファンドの運用・管理を行うSPARX International(Hong Kong) Limited、海外籍ファンドの運用・管理

を行うFairchild Advisors Limited及び自己資金による投資業務及びグループ会社が運用するファンドの投資先企業

に対する価値創造活動を目的としたコンサルティング業務を行うスパークス・キャピタル・パートナーズ株式会社を

主たる子会社として事業活動を行っております。

 

 

スパークス・グループ株式会社 

（旧スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社） 

国内 
・ｽﾊﾟｰｸｽ･ｱｾｯﾄ･ 
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 
・ｽﾊﾟｰｸｽ証券株式

会社 
・ｽﾊﾟｰｸｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･

ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社 
・ｽﾊﾟｰｸｽ OMSF-1

投資事業組合 

・ｽﾊﾟｰｸｽ OMSF-2

投資事業組合 

米国 

・SPARX 

 Investment & 

Research,USA, 

Inc. 

・SPARX Global 

Strategies,Inc. 

(注)１． 

・SPARX Value  

GP,LLC 

・SPARX 

Securities,USA, 

LLC 

 

英国 

・SPARX Asset 

Management 

International, 

Ltd. 

・SPARX  

International, 

Ltd. 

・PMA Capital 

Services Limited 

・PMA (Europe)LLP  

香港 

・SPARX 

International 

(Hong Kong) 

Limited 

・PMA Investment 

Advisors Limited 

韓国 

・Cosmo 

Investment 

Management Co., 

Ltd. 

その他地域 

（ﾊﾞﾐｭｰﾀﾞ諸島） 

・SPARX Overseas 

Ltd. 

(ｹｲﾏﾝ諸島） 

・Fairchild 

Advisors Limited 

・PMA Capital 

Management  

Limited 

(ｱﾗﾌﾞ首長国連邦) 

・PMA Middle East 

FZ-LLC 

(ｽｲｽ) 

・ SPARX Finance 

S.A.(注)２． 

 (注)　１．SPARX Global Strategies,Inc.は、現在清算手続中であります。

  　 　２. SPARX Finance S.A.は、現在休眠中であります。

　※　 上記子会社は全て連結対象であります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社グループは、「世界で最も信頼、尊敬されるインベストメント・カンパニー」になることを標榜した独立系の資

産運用グループであります。創業以来、企業への個別訪問によるボトムアップ・アプローチを軸に、日本株のスペシャ

リストとして運用を行っており、この資産運用業務を通じて、世界に向けて日本の情報を発信してきたと自負してお

ります。

　今後は、上記ビジョンの達成のため、「アジアの投資インテリジェンスを提供する最強のブランドとなる」ことを

目指します。

　投資プロセスを知的ノウハウとして商品に集約し、資産運用ビジネスを国内外に積極的に展開してまいります。

 

(2）目標とする経営指標

 当社グループの収益の大半は投信投資顧問料収入によって構成されております。投信投資顧問料収入は、運用資産の

残高に応じて計算される残高報酬と、運用成績に応じて計算される成功報酬とに大別されます。成功報酬が発生しう

る運用口座は一部であることに加え、その有無及び金額は運用実績によって変動します。従いまして、残高報酬が、

当社グループの経営の健全性を判断するに当たり重要な指標と考えております。運用料率は運用手法・資産クラスご

とに異なりますので、運用資産残高の増減と比例して残高報酬が増減するわけでは必ずしもありませんが、運用資産

残高は、経営の安定性や成長性を図る上でわかりやすい指標と考えており、日次ベースでの管理を行っております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社グループは、平成18年10月1日をもって持株会社体制に移行いたしました。体制移行による経営資源の戦略的な

再配分を通じて、収益機会の極大化とさらなる経営効率化を図り、より強固な経営基盤を備え、複数の収益の柱を備

えた企業集団への進化を目指します。

 中期的には「アジアの投資インテリジェンスを提供する最強のブランドとなる」ことを目指し、アジアへの事業展開、

投資信託ビジネスの拡大、既存ビジネスの強化に取り組んでまいります。具体的な課題については(4)会社の対処すべ

き課題に記載しております。

 

(4）会社の対処すべき課題

 当社グループは、平成18年10月１日をもって持株会社体制に移行いたしました。体制移行による経営資源の戦略的な

再配分を通じて、収益機会の極大化とさらなる経営の効率化を図り、より強固な経営基盤を備え、複数の収益の柱を

備えた企業集団への進化を目指しております。

そのための当面の課題として、以下のことを考えております。

第一の課題は、「アジアの投資インテリジェンスを提供する最強のブランドとなる」ことを目指し、アジアへの事業

展開を行うことです。これを実現することにより、ロングオンリーとオルタナティブを組み合わせたハイブリッド投

資戦略により市場環境変化に強い事業ポートフォリオを実現する所存です。

第二の課題は、投資信託ビジネスの拡大です。世界最大の資産規模を誇る米国の投資信託市場では、日本株を含むア

ジアを投資対象とするファンドへの関心度が高まりつつあります。また、日本の投資信託においても、公募ファンド

について重点的に強化することにより、収益力の向上を図ることができるものと考えております。

第三の課題は、当然ながら既存ビジネスの強化です。業務の質の向上を一層図るとともに、顧客の信頼に足る運用パ

フォーマンスを維持していくこと、さらには収益率をより向上させていくことを目指します。この既存ビジネスを基

盤とし、新しいビジネス・モデル確立に向けて取り組む所存です。

一方で、業容の拡大に伴い、当社グループの役職員数も急増しております。当社の基本理念であります「世界で最も

信頼、尊敬されるインベストメント・カンパニー」を全役職員に浸透させていくことが今後の課題のひとつであると

認識しております。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

   株式会社ジャスダック証券取引所に提出し、開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載

のとおりであります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31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 22,113,974 14,914,709  

２．未収委託者報酬 1,013,814 825,222  

３．未収投資顧問料 5,222,872 4,868,106  

４．有価証券 3,499,001 3,623,374  

５．営業投資有価証券 3,880,294 8,772,225  

６．未収入金 1,011,542 294,425  

７．前払費用 130,100 197,874  

８．預け金 948,000 2,896,054  

９．繰延税金資産 825,383 702,662  

10．その他 92,425 150,501  

流動資産合計 38,737,407 67.4 37,245,157 45.9 △1,492,250

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※１  411,290  515,603

(2）車両運搬具 ※１  12,377  4,242

(3）器具備品 ※１  262,563  316,233

有形固定資産合計 686,231 1.2 836,079 1.0 149,847

２．無形固定資産

 (1）ソフトウェア  174,786  216,557

 (2）連結調整勘定  227,835  －

 (3）のれん  －  24,938,035

 (4）その他  144  144

無形固定資産合計 402,765 0.7 25,154,736 31.0 24,751,970

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券  16,913,884  17,086,591

(2）差入保証金  523,250  687,824

(3) その他  174,353  205,417

投資その他の資産
合計

17,611,488 30.7 17,979,834 22.1 368,345

固定資産合計 18,700,486 32.6 43,970,650 54.1 25,270,163

資産合計 57,437,894 100.0 81,215,807 100.0 23,777,912
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31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．短期借入金 ※２ － 4,000,000  

２．未払金

 (1)未払手数料 1,556,342 772,314

 (2)その他未払金 1,775,810 3,332,152 1,219,684 1,991,999  

３．未払法人税等 5,517,034 2,850,484  

４．繰延税金負債 － 1,104,796  

５．その他 641,111 266,457  

流動負債合計 9,490,298 16.5 10,213,737 12.6 723,439

Ⅱ　固定負債

　１．社債 5,000,000 5,000,000  

　２．長期借入金 － 12,000,000  

  ３．繰延税金負債 1,209,748 1,389,546  

  ４．その他 － 13,723  

　　固定負債合計 6,209,748 10.8 18,403,270 22.6 12,193,521

Ⅲ　特別法上の準備金等

１．証券取引責任準備金 ※３ 49 49  

特別法上の準備金等
合計

49 0.0 49 0.0 －

負債合計 15,700,096 27.3 28,617,056 35.2 12,916,960

　(少数株主持分)

少数株主持分 748,686 1.3 － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 11,619,418 20.2 － － －

Ⅱ　資本剰余金 11,239,281 19.6 － － －

Ⅲ　利益剰余金 19,369,969 33.7 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

1,797,472 3.1 － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 △33,868 △0.0 － － －

Ⅵ　自己株式 ※５ △3,003,162 △5.2 － － －

資本合計 40,989,112 71.4 － － －

負債、少数株主持分
及び資本合計

57,437,894 100.0 － － －
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31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）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  11,806,019 14.5 －

２．資本剰余金   － －  13,692,557 16.9 －

３．利益剰余金   － －  20,996,018 25.9 －

４．自己株式   － －  △2,438,379 △3.0 －

　　株主資本合計   － －  44,056,215 54.2 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  2,390,817 2.9 －

２．為替換算調整勘定   － －  2,908,462 3.6 －

　　評価・換算差額等合計   － －  5,299,280 6.5 －

Ⅲ　少数株主持分   － －  3,243,255 4.0 －

純資産合計   － －  52,598,750 64.8 －

負債・純資産合計   － －  81,215,807 100.0 －
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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18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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　営業収益

１．委託者報酬 6,999,065 4,746,235

２．投資顧問料収入 19,348,211 22,066,310

３．その他 516,612 26,863,889 100.0 692,008 27,504,554 100.0 640,664

Ⅱ　営業費用

１．支払手数料 2,903,973 3,265,767

２．広告宣伝費 59,351 88,906

３．調査費 215,141 289,036

４．委託計算費 195,295 236,781

５．営業雑経費 113,067 3,486,830 13.0 89,323 3,969,815 14.4 482,985

Ⅲ　一般管理費

１．給料 4,083,318 7,555,101

２．旅費交通費 349,608 447,690

３．事務委託費 606,457 964,520

４．交際費 41,234 350,933

５．租税公課 119,031 259,478

６．不動産賃借料 500,718 804,737

７．固定資産減価償却費 249,709 348,068

８. のれん償却 － 2,230,984

９．諸経費 1,025,112 6,975,191 25.9 922,840 13,884,356 50.5 6,909,165

営業利益 16,401,867 61.1 9,650,382 35.1 △6,751,485
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 53,829 286,634

２．受取配当金 5,366 476,125

３．雑収入  6,707 65,902 0.2 36,376 799,136 2.9 733,234

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 36,727 173,259

２．新株発行費 32,900 －

３．株式交付費 － 31,810

４．社債発行費 31,640 －

５．為替差損 70,732 109,672

６．雑損失 15,294 187,295 0.7 15,622 330,365 1.2 143,070

経常利益 16,280,475 60.6 10,119,153 36.8 △6,161,321

Ⅵ　特別利益

　１. 固定資産売却益 ※１ 5 35

  ２. 投資有価証券売却益  － 295,610

　３. 投資有価証券償還益 12,706   －    

　４．前期損益修正益 ※４ － 12,711 0.1 54,035 349,680 1.3 336,968

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 8,337 30,109

２．固定資産売却損 ※３ － 162

３．投資有価証券売却損 － 15,984

４．投資有価証券評価損 5,999 53,280

５．事務過誤損失 － 54,862

６．前期損益修正損 ※５ － 14,337 0.1 37,080 191,479 0.7 177,141

税金等調整前当期純利益 16,278,849 60.6 10,277,355 37.4 △6,001,494

法人税等  ※６ 7,070,231 －  

法人税、住民税及び事業税  － 5,387,925

過年度法人税等追徴税額  － 314,560

法人税等調整額 △554,328 6,515,902 24.3 △260,287 5,442,197 19.8 △1,073,704

少数株主利益 868,722 3.2 1,055,279 3.8 186,557

当期純利益 8,894,224 33.1 3,779,877 13.7 △5,114,347
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

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18年３月31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 10,960,453

Ⅱ　資本剰余金増加高

　１．新株引受権の行使による
増加よる新株の発行

278,828 278,828

Ⅲ　資本剰余金期末残高 11,239,281

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 12,014,105

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 8,894,224 8,894,224

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 1,448,860

　２．役員賞与金 89,500 1,538,360

Ⅳ　利益剰余金期末残高 19,369,969
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）                       （単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高 11,619,418 11,239,281 19,369,969 △3,003,162 39,225,507

当連結会計年度中の変動額

新株の発行 186,601 186,730 ― ― 373,331

剰余金の配当（注） ― ― △1,971,328 ― △1,971,328

役員賞与（注） ― ― △182,500 ― △182,500

当期純利益 ― ― 3,779,877 ― 3,779,877

自己株式の取得 ― ― ― △1,999,924 △1,999,924

自己株式の処分 ― 2,266,545 ― 2,564,707 4,831,253

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額）

― ― ― ― ―

当連結会計年度中の変動額合計 186,601 2,453,275 1,626,048 564,782 4,830,708

平成19年３月31日残高 11,806,019 13,692,557 20,996,018 △2,438,379 44,056,215

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

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日残高 1,797,472 △33,868 1,763,604 ― 748,686 41,737,798

当連結会計年度中の変動額

新株の発行 ― ― ― △129 ― 373,202

剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― △1,971,328

役員賞与（注） ― ― ― ― ― △182,500

当期純利益 ― ― ― ― ― 3,779,877

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △1,999,924

自己株式の処分 ― ― ― ― ― 4,831,253

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額）

593,345 2,942,330 3,535,675 129 2,494,568 6,030,373

当連結会計年度中の変動額合計 593,345 2,942,330 3,535,675 ― 2,494,568 10,860,952

平成19年３月31日残高 2,390,817 2,908,462 5,299,280 ― 3,243,255 52,598,750

 　　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）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18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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 16,278,849 10,277,355  

減価償却費 249,739 353,683  

連結調整勘定償却額 61,999 －  

のれん償却額 － 2,230,984  

投資有価証券評価損 5,999 53,280  

投資有価証券売却益 － △295,610  

投資有価証券売却損 － 15,984  

投資有価証券償還益 △12,706 －  

固定資産売却益 △5 △35  

固定資産売却損 － 162  

固定資産除却損 8,337 30,109  

受取利息及び受取配当金 △59,195 △762,760  

支払利息 36,727 173,259  

新株発行費 32,900 －  

株式交付費 － 31,810  

社債発行費 31,640 －  

未収委託者報酬・未収投
資顧問料等の増減額

△3,824,109 1,215,894  

未収入金の増減額 － 930,916  

未払金・未払費用の増減
額

2,099,614 △2,974,547  

役員賞与の支払額 △89,500 △182,500  

預け金の増減額 △748,000 △1,893,508  

営業目的の投資有価証券
取得による支出

△3,700,000 △4,319,356  

営業目的の投資有価証券
売却による収入

5,158 －  

その他資産の増減額 △323,984 △120,060  

その他負債の増減額 99,464 217,184  

小計 10,152,931 4,982,247 △5,170,683

利息及び配当金の受取額 59,195 762,760  

利息の支払額 △36,727 △173,259  

法人税等の支払額 △3,217,074 △8,453,228  

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 6,958,324 △2,881,480 △9,839,805
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

投資有価証券の売却・償
還による収入

168,072 1,756,827  

投資有価証券の取得によ
る支出

△10,541,770 △907,920  

有価証券の取得による支
出

△7,498,103 △3,575,692  

有価証券の償還による収
入 

3,999,102 3,642,042  

新規連結子会社取得によ
る支出

 ※２ － △19,230,086  

新規連結子会社取得によ
る収入

38,470 －  

有形固定資産の売却によ
る収入

5 162  

有形固定資産の取得によ
る支出

△442,157 △358,433  

無形固定資産の取得によ
る支出

△84,906 △95,276  

差入保証金の差入 △112,779 △176,229  

差入保証金の精算による
収入

46,311 64,166  

保険積立金の積立額 △2,376 △2,364  

長期前払費用の支払によ
る支出

△6,706 △8,690  

その他投資等 △124,052 5,138  

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△14,560,889 △18,886,354 △4,325,465
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入による収入 － 19,500,000  

短期借入金返済による支
出

－ △15,500,000  

長期借入による収入 － 12,000,000  

株式の発行による収入 555,600 373,202  

新株の発行に係る支出 △32,900 △31,810  

社債発行による収入 5,000,000 －  

社債発行による支出 △31,640 －  

投資事業組合等における
少数株主からの出資受入
による収入

－ 1,250,000  

自己株式の取得による支
出

△1,499,886 △1,999,924  

配当金の支払額 △1,438,472 △1,965,348  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

2,552,700 13,626,118 11,073,417

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

208,244 941,532 733,287

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

△4,841,619 △7,200,184 △2,358,564

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

26,955,593 22,113,974 △4,841,619

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増加額

－ 920 920

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末
残高

 ※１ 22,113,974 14,914,709 △7,199,264
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　13社

連結子会社の名称

SPARX Finance S.A.

SPARX Investment & Research, 

USA, Inc.

SPARX Global Strategies, 

Inc.（*）

SPARX Overseas Ltd.

スパークス証券株式会社

SPARX Value GP, LLC

SPARX Asset Management 

International, Ltd.

SPARX Securities, USA, LLC

SPARX International, Ltd.

Cosmo Investment Management 

Co., Ltd.

SPARX International

 (Hong Kong) Limited

Fairchild Advisors Limited

スパークス・キャピタル・パート

ナーズ株式会社

　上記のうち、SPARX International 

(Hong Kong) Limited及びスパークス・

キャピタル・パートナーズ株式会社は、

当連結会計年度において設立し、新たに

連結の範囲に含めております。

　なお、Fairchild Advisors Limited

は新たに株式を取得し、当連結会計年度

より連結の範囲に含めております。

（*）SPARX Global Strategies, Inc.は、

当連結会計年度よりSPARX Fund 

Services, Inc.から社名を変更したもの

であります。

(1) 連結子会社の数　21社

     連結子会社の名称

    SPARX Finance S.A.

    SPARX Investment & Research,

    USA, Inc.

    SPARX Global Strategies, 

    Inc.

    SPARX Overseas Ltd.

    スパークス証券株式会社

    SPARX Value GP, LLC

    SPARX Asset Management 

    International, Ltd.

    SPARX Securities, USA, LLC

    SPARX International, Ltd.

    Cosmo Investment Management

    Co., Ltd.

    SPARX International 

   （Hong Kong） Limited

    Fairchild Advisors Limited

    スパークス・キャピタル・パー

　　トナーズ株式会社

　　スパークス・アセット・マネジメ

　　ント株式会社

　　スパークスOMSF-１投資事業組合

　　PMA Capital Management Limited

　　PMA Investment Advisors Limited

　　PMA Middle East FZ-LLC

　　PMA Capital Services Limited

　　PMA(Europe) LLP

　　スパークスOMSF-２投資事業組合

　上記のうち、スパークス・アセット・

マネジメント株式会社及びスパークス

OMSF-２投資事業組合は当連結会計年度に

おいて設立し、新たに連結の範囲に含め

ております。なお、スパークス・アセッ

ト・マネジメント株式会社は平成18年10

月１日をもって、「スパークス分割準備

株式会社」から「スパークス・アセット・

マネジメント株式会社」に社名を変更し

ております。

　また、PMA Capital Management 

Limited、PMA Investment Advisors 

Limited、PMA Middle East FZ-LLC、

PMA Capital Services Limited及びPMA

(Europe)LLPは、新たに株式等を取得し、

当連結会計年度より連結の範囲に含めて

おります。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　なお、スパークスOMSF-１投資事業組合

及びスパークスOMSF-２投資事業組合は

「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　平成18年９月８日

実務対応報告第20号）を適用したことに伴

い、当連結会計年度より連結の範囲に含め

ております。

 (2) 他の会社の議決権の100分の50超を自己

の計算において所有しているにもかかわ

らず当該他の会社を連結子会社としな

かった会社等の状況

(2) 議決権の過半数を自己の計算において

所有している会社等のうち子会社としな

かった会社の名称等

 ① 当該会社の名称 

   株式会社Victory

　 株式会社スピリッツ

　 ビジネスゲート株式会社

① 会社等の名称

　 株式会社スピリッツ

　 ビジネスゲート株式会社

　 アイフォセンス株式会社

　 株式会社ナイルスコミュニケーショ

　 ンズ

 ② 連結子会社としなかった理由

当社100％子会社であるスパークス・

キャピタル・パートナーズ株式会社が、

自己資金投資（プリンシパルインベス

トメント業務）のために取得したもの

であり、傘下に入れることを目的とし

ていないため、財務諸表等規則第８条

第４項により子会社としておりません。

② 子会社としなかった理由

 同左

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる

下記の連結子会社８社については、差異が

３ヵ月を超えないため、連結財務諸表作成

に当たって、当該子会社の決算日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日との間に生じ

た重要な取引について連結上必要な修正を

行っております。

SPARX Finance S.A.

SPARX Investment & Research, USA,

Inc.

SPARX Global Strategies, Inc.

SPARX Overseas Ltd.

SPARX Value GP, LLC

SPARX Asset Management 

International, Ltd.

SPARX Securities, USA, LLC

SPARX International (Hong Kong)Limited

（上記８社とも決算日は12月末日）

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる

下記の連結子会社15社については、差異が

３ヵ月を超えないため、連結財務諸表作成

に当たって、当該子会社の決算日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日との間に生じ

た重要な取引について連結上必要な修正を

行っております。

SPARX Finance S.A.

SPARX Investment & Research, USA,

Inc.

SPARX Global Strategies, Inc.

SPARX Overseas Ltd.

SPARX Value GP, LLC

SPARX Asset Management 

International, Ltd.

SPARX Securities, USA, LLC

SPARX International (Hong Kong)Limited

 スパークス OMSF-１投資事業組合

 PMA Capital Management Limited

 PMA Investment Advisors Limited

 PMA Middle East FZ-LLC

 PMA Capital Services Limited

 PMA (Europe)LLP

 スパークスOMSF-２投資事業組合

（上記15社とも決算日は12月末日）
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

有価証券

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

有価証券

売買目的有価証券

　　　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

…期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は総平均法

により算定しております。）

その他有価証券

時価のあるもの

…期末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、売却原価は総平均

法により算定しております。）

時価のないもの

…総平均法に基づく原価法

時価のないもの

…　　　　同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

当社、国内連結子会社及び在外連結子

会社は、主として定率法を採用してお

ります。ただし、当社及び国内連結子

会社が平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備は除く。）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　　　11年～22年

　車両運搬具　　　４年

器具備品　４年～８年

イ　有形固定資産

当社、国内連結子会社及び在外連結子

会社は、主として定率法（ただし、当

社及び国内連結子会社が平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物附属設

備は除く）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　　　５年～22年

　車両運搬具　　　４年

器具備品　２年～20年

ロ　無形固定資産

ソフトウエア（自社利用）については、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

ロ　無形固定資産

ソフトウエア（自社利用）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。

ハ　長期前払費用

定額法によっております。

なお、償却期間については法人税法に

規定する方法と同一の基準によってお

ります。

ハ　長期前払費用

    定額法を採用しております。

  (3) 繰延資産の処理方法

 

新株発行費及び社債発行費については支

出時の費用として処理しております。

株式交付費については、支出時の費用と

して処理しております。

(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係る

方法に準じた会計処理によっております。

――――――――
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(5）ヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債

権については振当処理を採用しており

ます。

イ　ヘッジ会計の方法

　　　　　　　　同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建金銭債権

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　　　同左

ハ　ヘッジ方針

為替予約は外貨建金銭債権の決済に必

要とされる範囲内で行っております。

ハ　ヘッジ方針

　　　　　　　　同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

為替予約については、ヘッジ対象と同

一通貨建、同一金額、同一期日のもの

に限定しているため、その後の為替相

場の変動による相関関係は確保されて

おります。従ってヘッジの有効性の判

定は省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　　　同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

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。

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その個別案

件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数

で償却しております。

　　　　　 ―――――――― 

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　　　　　 ―――――――― のれんの償却についてはその個別案件ごと

に判断し、20年以内の合理的な年数で償却

しております。

８．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。

 ―――――――― 

９．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から

なっております。

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18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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（「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）が平成17年４月１日以降開始する連結会計年度に係る

連結財務諸表から適用されることに伴い、当連結会計年度

から同会計基準及び同適用指針を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

　　　　　　　　――――――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　 　―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）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等の

一部改正）

　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」（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）

並びに改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年８

月11日　企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 最終改正平成18年８月11日 企業会計基準適用指針

第２号)を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は49,355,495

千円であります。

　これによる当連結会計年度の損益に与える影響はありま

せん。

　なお、当連結会計年度末における貸借対照表の純資産の

部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の

連結財務諸表規則により作成しております。

　　　　　　 　―――――――――― (ストック・オプション等に関する会計基準）

  当連結会計年度より「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企

業会計基準第８号）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」（企業会計基準委員会　最終改正

平成18年５月31日　企業会計基準適用指針第11号）を適用

しております。

　これによる当連結会計年度の損益に与える影響はありま

せん。

　　　　　　 　―――――――――― （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

 　当連結会計年度より「繰延資産の会計処理に関する当

 面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日

 実務対応報告第19号）を適用しております。

 　これによる当連結会計年度の損益に与える影響はあり

 ません。　 
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４

号）を適用しております。

　これによる当連結会計年度の損益に与える影響はありま

せん。

　　　　　　 　―――――――――― （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）

  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　平成18年９月８日　実務対応報告第20号）

を適用しております。

　この結果、スパークスOMSF-１投資事業組合、スパークス

OMSF-２投資事業組合を連結の範囲に含めております。

　この変更により、総資産額が1,696,613千円増加しており

ます。なお、この変更による損益への影響は軽微でありま

す。

　　　　　　 　――――――――――  （企業結合及び事業分離等に関する会計基準）

  当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成15年10月31日)及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会

　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10号）を適

用しております。　
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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18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　　　　　　　　―――――――――― （連結貸借対照表関係）

　前連結会計年度において「連結調整勘定」と掲記されて

いたものについては、連結財務諸表規則の改正に伴い、当

連結会計年度より「のれん」として表示しております。　 

　　　　　　 （連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において一般管理費の「諸経費」に含め

て表示しておりました「のれん償却」（前連結会計年度 

2,328千円）については、営業費用及び一般管理費の合計額

の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記し

ております。　

 

　前連結会計年度において「新株発行費」と掲記されてい

たものについては、連結財務諸表規則の改正に伴い、当連

結会計年度より「株式交付費」として表示しております。

 

　　　　　　 （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」と掲記

されていたものについては、連結財務諸表規則の改正に伴

い、当連結会計年度より「のれん償却額」として表示して

おります。

 

  前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」の「その他資産の増減額」に含まれていた「未収

入金の増減額」（前連結会計年度 △232,696千円）につい

ては、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記

しております。

 

　前連結会計年度において「新株発行費」と掲記されてい

たものについては、連結財務諸表規則の改正に伴い、当連

結会計年度より「株式交付費」として表示しております。
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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18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31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

建物 250,550千円

車両運搬具 15,100千円

器具備品 413,382千円

建物 368,651千円

車両運搬具 23,451千円

器具備品 515,326千円

　　　　　  ──────── ※２.　コミットメントライン契約

当社は、取引銀行1行とコミットメントライン契約

を締結しております。当該契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 　　　 コミットメントラインの総額    5,000,000千円

　　　借入実行残高　　           　 1,500,000千円
────────────

　　　　差引額　 　　　　　　　　　   3,500,000千円

 

※３．証券取引法の規定に基づく準備金を計上しておりま

す。準備金の計上を規定した法令の条項は、次の通

りであります。

証券取引責任準備金…証券取引法第51条

※３．　　　　　　　　 同左

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式1,005,170株で

あります。

 ────────

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式19,505株

であります。

 ────────

（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18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ――――――――――  ※１. 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

    器具備品 　  35千円

※２．固定資産除却損は、建物8,050千円、長期前払費用

287千円であります。

 ※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

    建物 19,686千円

    器具備品  8,420千円

    長期前払費用  2,002千円

    計 30,109千円

 ――――――――――  ※３. 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

    器具備品 　 162千円

―――――――――― ※４．前期損益修正益の内容は次のとおりであります。

    支払手数料の過年度支払額の訂正 54,035千円

 ――――――――――  ※５．前期損益修正損の内容は次のとおりであります。

    投資顧問料の過年度請求額の訂正 37,080千円

※６．法人税等には住民税及び事業税が含まれておりま

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18年４月１日　至平成19年３月31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. 1,005,170 1,024,570 － 2,029,740

合計 1,005,170 1,024,570 － 2,029,740

自己株式

普通株式　（注）２. 19,505 45,280 33,316 31,470

合計 19,505 45,280 33,316 31,470

 　（注）１．発行済株式数の株式数の増加は株式分割及び新株予約権の行使によるものであります。

         ２．自己株式数の増加45,280株は株式分割及び自己株式の買付、減少33,316株はPMA Capital 

             Management Limitedの株式取得のための対価の一部として自己株式を譲渡したことよるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加
（注）１．

当連結会計
年度減少
（注）２．

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

 第５回無担保社債

（新株引受権付）
 普通株式 1,200 1,200 2,400 － －

 第６回無担保社債

（新株引受権付）
  普通株式 800 800 1,600 － －

 第８回無担保社債

（新株引受権付）
  普通株式 160 160 320 － －

 旧商法第２回ストック

 オプション
　普通株式 1,260 1,260 － 2,520 －

 旧商法第３回ストック

 オプション
　普通株式 2,710 2,710 2,560 2,860 －

 旧商法第４回ストック

 オプション
　普通株式 1,900 1,900 2,400 1,400 －

 第１回新株予約権 　普通株式 9,520 9,520 6,720 12,320 －

 第２回新株予約権 　普通株式 120 120 240 － －

 第４回新株予約権

（注）３．
  普通株式 24,000 24,000 － 48,000 －

 第５回新株予約権 　普通株式 18,360 18,360 12,840 23,880 －

 第６回新株予約権

（注）３．
　普通株式 3,740 3,740 1,480 6,000 －

 第７回新株予約権

（注）３．
　普通株式 1,255 1,255 236 2,274 －

 合計  　　　　     －  　　－ 65,025 65,025 30,796 99,254 －

 （注）１．当連結会計年度増加は、株式分割によるものであります。

       ２．当連結会計年度減少は、新株予約権の行使及び付与者の退職による新株予約権の消滅によるものでありま

　　　　　 す。

       ３．上記の新株予約権のうち第４回、第６回及び第７回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりませ

　　　　　 ん。 

 　　　４．旧商法第２回、第３回、第４回ストックオプションは、旧商法第280条ノ19条第１項に定める新株引受権で

　　　　　 あります。
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３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 1,971,328 2,000 平成18年３月31日 平成18年６月23日

 (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 　　次のとおり、決議を予定しております。

　　　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６月開催

定時株主総会
普通株式 1,998,269 利益剰余金 1,000 平成19年３月31日 平成19年６月予定
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（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18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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 

※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３月31日現在）

現金及び預金勘定 22,113,974千円

現金及び現金同等物 22,113,974千円

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定  14,914,709千円

現金及び現金同等物  14,914,709千円

  ※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

 (1) 株式の取得により新たに連結子会社として、PMA 

Capital Management Limited、PMA Investment Advisors 

Limited、PMA Middle East FZ-LLC、PMA Capital 

Services Limited及びPMA(Europe)LLPを連結したことに伴

う連結開始時の資産及び負債の内訳ならびに株式の取得価

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。

                                （単位：千円）

　流動資産 2,494,213

　固定資産 120,174

　のれん 24,788,872

　流動負債 △1,133,199

　固定負債 △2,185

　子会社株式の取得価額 26,267,875

　子会社の現金及び現金同等物 △2,206,536

　自己株式 △2,564,707

　自己株式処分差益 △2,266,545

差引：子会社の取得のための支出 19,230,086
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループの主たる事業は投信投資顧問業であり当事業以外

に事業の種類がないため、該当事項はありません。

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18年３月31日）

日本
（千円）

バミューダ
（千円）

米国
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　営業収益及び営業損益

営業収益

(1) 外部顧客に対する営

業収益
13,756,834 9,140,163 2,347,183 1,619,707 26,863,889 － 26,863,889

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
8,194,086 － 1,235,941 1,706,344 11,136,372 (11,136,372) －

計 21,950,921 9,140,163 3,583,125 3,326,051 38,000,261 (11,136,372) 26,863,889

営業費用及び一般管理

費
8,589,731 8,297,003 2,953,722 1,792,359 21,632,817 (11,170,796) 10,462,021

営業利益 13,361,189 843,159 629,402 1,533,691 16,367,443 34,423 16,401,867

Ⅱ　資産 37,201,288 6,408,628 4,361,767 5,998,418 53,970,103 3,467,791 57,437,894

　（注）１．国又は地域の区分は、業績に与える影響度によっております。

２．その他に属する地域の内訳はスイス、英国、韓国、香港及びケイマンです。

３．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20,794,178千円であり、その主なものは、親会

社及び海外子会社での長期投資資金（投資有価証券）6,495,801千円であります。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

日本
（千円）

バミューダ
（千円）

ケイマン
（千円）

米国
（千円）

英国
（千円）

Ⅰ　営業収益及び営業損益

営業収益

(1) 外部顧客に対する営

業収益
9,655,639 8,175,638 5,542,755 2,171,841 －

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
7,671,957 35,934 1,196 1,248,468 1,206,435

計 17,327,596 8,211,573 5,543,952 3,420,309 1,206,435

営業費用及び一般管理

費
10,537,486 7,721,022 3,945,364 2,805,582 3,065,536

営業利益 6,790,110 490,551 1,598,588 614,727 △1,859,101

Ⅱ　資産 15,577,531 3,896,919 3,225,394 1,828,410 27,469,865

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　営業収益及び営業損益

営業収益

(1) 外部顧客に対する営

業収益
1,958,678 27,504,554 － 27,504,554

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
1,685,441 11,849,434 (11,849,434) －

計 3,644,120 39,353,988 (11,849,434) 27,504,554

営業費用及び一般管理

費
1,465,219 29,540,211 (11,686,039) 17,854,171

営業利益 2,178,900 9,813,777 (163,394) 9,650,382

Ⅱ　資産 3,604,149 55,602,269 25,613,537 81,215,807

（注）１．国又は地域の区分は、業績に与える影響度によっております。

２．その他に属する地域の内訳はスイス、韓国及び香港です。

３．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25,858,816千円であり、その主なものは、親会社

及び海外子会社での長期投資資金（投資有価証券）6,617,469千円であります。

 　 　４．前連結会計年度において英国はその他に含めておりましたが、当連結会計年度において、当該セグメント 

          の資産の金額が、全セグメントの資産の金額の合計額の10％を超えましたので別途掲記しております。

　　　    なお、この変更が所在地別セグメント情報に与えている影響は軽微であります。

      ５．当連結会計年度におけるPMA社の買収に伴い、新たにケイマンを１つのセグメントとして表示しております。
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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18年３月31日）

バミューダ ケイマン 米国 その他 計

Ⅰ　海外営業収益（千円） 6,514,880 5,135,230 2,132,442 4,769,981 18,552,535

Ⅱ　連結営業収益（千円） － － － － 26,863,889

Ⅲ　海外営業収益の連結営業収

益に占める割合（％）
24.3 19.1 7.9 17.8 69.1

　（注）１．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。

２．海外営業収益の地域区分は、ファンドの場合はファンドが組成された地域、投資顧問契約の場合は契約相手

方の所在地域によっております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

バミューダ ケイマン 米国 その他 計

Ⅰ　海外営業収益（千円） 3,421,893 12,492,590 1,685,314 3,658,628 21,258,427

Ⅱ　連結営業収益（千円） － － － － 27,504,554

Ⅲ　海外営業収益の連結営業収

益に占める割合（％）
12.4 45.4 6.1 13.3 77.3

　（注）１．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。

２．海外営業収益の地域区分は、ファンドの場合はファンドが組成された地域、投資顧問契約の場合は契約相手

方の所在地域によっております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成18年３月31日現在） 当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（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

上額が取得原価を

超えるもの

株式 4,935,102 5,636,364 701,261 5,585,520 6,983,384 1,397,863

その他 10,065,169 12,391,122 2,325,952 8,981,051 11,641,279 2,660,228

小計 15,000,272 18,027,486 3,027,214 14,566,572 18,624,663 4,058,091

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

株式 － － － 436,566 377,600 △58,966

その他 173,625 173,403 △221 － － －

小計 173,625 173,403 △221 436,566 377,600 △58,966

合計 15,173,897 18,200,889 3,026,992 15,003,138 19,002,263 3,999,125

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

1,756,827 295,610 15,984

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）有価証券   

 コマーシャルペーパー 3,499,001 2,995,305

 フリーファイナンシャルファンド － 479,086

 マネーマネジメントファンド － 148,982

 債券 － 1,583

(2）その他有価証券   

 非上場株式 1,287,178 5,548,859

 債券 1,306,110 1,306,110

（注）当連結会計年度において、その他有価証券について53,280千円の減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

当社グループは、外貨建営業収益の取引に係わる為替

変動リスクを軽減するため、為替予約取引を行ってお

ります。なお、投機目的のためのデリバティブ取引は

行っておりません。為替予約取引の実行及び管理につ

いては、総務経理部にて行っております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

１．取引の状況に関する事項

当社グループは、外貨建営業収益の取引に係わる為替

変動リスクを軽減するため、為替予約取引を行ってお

ります。なお、投機目的のためのデリバティブ取引は

行っておりません。為替予約取引の実行及び管理につ

いては、財務部にて行っております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債権については振

当処理を採用しております。

ヘッジ会計の方法

(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

ヘッジ対象…外貨建金銭債権

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

為替相場の変動リスクを管理する目的で為替予約取引

を行っております。この取引は実需の範囲内でのみ行

い、投機目的の取引は行わない方針であります。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約については、ヘッジ対象と同一通貨建、同一

金額、同一期日のものに限定しているため、その後の

為替相場の変動による相関関係は確保されております。

従ってヘッジの有効性の判定は省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

２．取引の時価等に関する事項

平成18年３月31日現在、ヘッジ会計が適用されている

取引以外の取引残高はありません。

２．取引の時価等に関する事項

平成19年３月31日現在、ヘッジ会計が適用されている

取引以外の取引残高はありません。
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　（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

  　　　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

　　　株式数に換算して記載しております。

(1）ストック・オプションの内容

 
  旧商法第２回

ストック オプション
 旧商法第３回

ストック オプション
 旧商法第４回

ストック オプション

 付与対象者の区分及び数

（注１）

 当社の取締役１名

 当社の従業員20名

 当社の取締役３名

 当社の従業員36名

 当社の取締役３名

 当社の従業員42名

 ストック・オプション数  普通株式 19,200株  普通株式　55,520株  普通株式 36,160株

 付与日 平成11年12月７日 平成13年３月12日 平成13年９月29日

 権利確定条件  （注２）  （注２）   （注２）

 対象勤務期間  特段の定めなし  特段の定めなし  特段の定めなし

 権利行使期間
 自平成16年10月１日

至平成21年９月30日

 自平成16年10月1日

 至平成22年12月31日

 自平成15年11月１日

 至平成23年８月31日

 
第５回無担保社債（新株
引受権付）の新株引受権

第６回無担保社債（新株
引受権付）の新株引受権

第８回無担保社債（新株
引受権付）の新株引受権

 付与対象者の区分及び数

（注１)

 当社並びに当社子会社の取締

役 12名

 当社子会社の取締役　６名

 当社子会社の従業員　10名

 当社子会社の取締役及び監査

役　６名

 当社子会社の従業員　７名

 ストック・オプション数  普通株式　65,280株  普通株式 40,320株  普通株式 15,360株

 付与日 平成11年12月22日 平成13年3月27日 平成13年10月15日

 権利確定条件  特段の定めなし  特段の定めなし  特段の定めなし

 対象勤務期間  特段の定めなし  特段の定めなし  特段の定めなし

 権利行使期間
 自平成16年10月1日

至平成21年9月30日

 自平成16年10月1日

 至平成22年12月31日

 自平成15年11月1日

 至平成21年9月29日

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第４回新株予約権

  付与対象者の区分及び数

（注１）

 当社並びに当社子会社の取締

役　９名

 当社並びに当社子会社の従業

員  73名

 当社並びに当社子会社の取締

役　１名

 当社並びに当社子会社の従業

員　１名

 ファンドの共同運営者 ２社

 ストック・オプション数  普通株式 33,200株  普通株式 320株  普通株式 48,000株

 付与日 平成14年９月11日 平成14年９月24日 平成15年３月28日

 権利確定条件  (注３)  (注３)  (注４)

 対象勤務期間  特段の定めなし  特段の定めなし  －

 権利行使期間
 自平成17年７月１日

至平成23年６月30日

 自平成17年７月１日

 至平成23年６月30日

 自平成20年３月28日

 至平成25年３月27日

 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権

  付与対象者の区分及び数

（注１）

 当社並びに当社子会社の取締

役　９名

 当社並びに当社子会社の従業

員　88名

 当社並びに当社子会社の取締

役　１名

 当社並びに当社子会社の従業

員　36名

 当社並びに当社子会社の取締

役　６名

 当社並びに当社子会社の従業

員　147名

 ストック・オプション数  普通株式 39,920株  普通株式 7,560株  普通株式　2,510株

 付与日 平成15年９月３日 平成17年１月18日 平成18年３月29日

 権利確定条件  (注５)  (注５)  (注５)

 対象勤務期間  特段の定めなし  特段の定めなし  特段の定めなし

 権利行使期間
 自平成18年７月１日

至平成24年６月30日

 自平成19年７月１日

 至平成26年５月31日

 自平成21年４月１日

 至平成29年３月31日

（注１）付与対象者の区分及び数については、当該新株予約権を付与した時点の区分及び数を記載しております。
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 (注２）付与者が当社の取締役又は使用人でなくなったときには、付与者が引き続き当社関係会社の取締役、監査役も

　　　　しくは使用人等の地位を継続して保有する等特別な場合を除いて新株予約権は喪失するものとし、付与者が行

　　　　使期間の初日到来後に死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができます。その他の条件は当

　　　　社と付与者との間で締結する契約に定めるものとします。

 

 (注３) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査

　　　　役及び使用人、並びに当社顧問などの地位にあることを要します。但し、当社に特別の貢献があったと認めら

　　　　れる場合等には、取締役会の決議で、退職後等も新株予約権を行使できる場合があります。

 

 (注４) 新株予約権を行使する際には、カルパースが当社と共同してスパークス・ジャパン・バリュー・クリエーショ

　　　　ン・ファンドへの投資を継続していることを要します。その他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予

　　　　約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとします。当該「新株予約権割

　　　　当契約」においては、行使をする際のスパークス・ジャパン・バリュー・クリエーション・ファンドへの投資

　　　　金額の総額によって制限等を設けることがあります。

 

 (注５) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監

　　　　査役及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会

　　　　社及び関連会社との間で委任、請負等、継続的な契約関係があることを要します。但し、新株予約権の割当て

　　　　を受けた者が、任期満了により退社した場合、定年により退職した場合又は当社に特別の貢献があったと認め

　　　　られる場合等には、退職後等も新株予約権を行使できる場合があります。

 

 (注６) 旧商法第２回、第３回、第４回ストックオプションは、旧商法第280条ノ19条第１項に定める新株引受権であり

　　　　ます。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 旧商法第２回
ストック オプション

 旧商法第３回
ストック オプション

 旧商法第４回
ストック オプション

 権利確定前　　　　　　（株）

 　前連結会計年度末

 　付与

 　失効

 　権利確定

 　未確定残

 権利確定後　　　　　　（株）

 　前連結会計年度末

 　権利確定

 　権利行使

 　失効

 　未行使残

 

－

－

－

－

－

 

2,520

－

－

－

2,520

 

－

－

－

－

－

 

5,420

－

2,560

－

2,860

 

－

－

－

－

－

 

3,800

－

2,400

－

1,400

第５回無担保社債（新株引
受権付）の新株引受権

第６回無担保社債（新株引
受権付）の新株引受権

第８回無担保社債（新株引
受権付）の新株引受権

 権利確定前　　　　　　（株）

 　前連結会計年度末

 　付与

 　失効

 　権利確定

 　未確定残

 権利確定後　　　　　　（株）

 　前連結会計年度末

 　権利確定

 　権利行使

 　失効

 　未行使残

 

－

－

－

－

－

 

2,400

－

2,400

－

－

 

－

－

－

－

－

 

1,600

－

1,600

－

－

 

－

－

－

－

－

 

320

－

320

－

－

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第４回新株予約権

 権利確定前　　　　　　（株）

 　前連結会計年度末

 　付与

 　失効

 　権利確定

 　未確定残

 権利確定後　　　　　　（株）

 　前連結会計年度末

 　権利確定

 　権利行使

 　失効

 　未行使残

 

－

－

－

－

－

 

19,040

－

3,920

2,800

12,320

 

－

－

－

－

－

 

240

－

240

－

－

 

48,000

－

－

－

48,000

 

－

－

－

－

－
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第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権

 権利確定前　　　　　　（株）

 　前連結会計年度末

 　付与

 　失効

 　権利確定

 　未確定残

 権利確定後　　　　　　（株）

 　前連結会計年度末

 　権利確定

 　権利行使

 　失効

 　未行使残

 

36,720

－

－

36,720

－

 

－

36,720

5,960

6,880

23,880

 

7,480

－

1,480

－

6,000

 

－

－

－

－

－

 

2,510

－

236

－

2,274

 

－

－

－

－

－

  （注）「前連結会計年度末」の株数は、平成18年４月１日付で行った株式分割（普通株式１株に対して２株）を

　　　　反映したものであります。

 

②単価情報

 旧商法第２回
ストック オプション

 旧商法第３回
ストック オプション

 旧商法第４回
ストック オプション

 権利行使価格　　　　　　（円） 1,875 4,375 4,375

 行使時平均株価　　　　　（円） － 91,132 100,003

 公正な評価単価（付与日）（円） － － －

第５回無担保社債（新株引
受権付）の新株引受権

第６回無担保社債（新株引
受権付）の新株引受権

第８回無担保社債（新株引
受権付）の新株引受権

 権利行使価格　　　　　　（円） 1,875 4,375 4,375

 行使時平均株価　　　　　（円） 103,695 103,695 88,790

 公正な評価単価（付与日）（円） － － －

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第４回新株予約権

 権利行使価格　　　　　　（円） 32,325 32,325 24,685

 行使時平均株価　　　　　（円） 100,646 88,790 －

 公正な評価単価（付与日）（円） － － －

第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権

 権利行使価格　　　　　　（円） 34,250 141,000 1

 行使時平均株価　　　　　（円） 93,556 － －

 公正な評価単価（付与日）（円） － － －
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　（企業結合等）

  当社は、平成18年10月１日を分割期日として、当社の資産運用業とそれに係る人員及び資産等を分割し、当社の100％

子会社であるスパークス分割準備株式会社（現「スパークス・アセット・マネジメント株式会社」）に承継させまし

た。

  会社分割の詳細は次のとおりであります。

1.　会社分割の概要

  ①会社分割の目的

  今後考えられる様々な業務展開においてより機動的な対応を図るため、持株会社体制へ移行することが必要であると

判断し、当社の資産運用業とそれに係る人員及び資産等を分割し、スパークス分割準備株式会社に承継させました。

  ②分割した事業の内容

  資産運用業

  ③分割の形態

　当社を分割会社、スパークス分割準備株式会社（現「スパークス・アセット・マネジメント株式会社」）を承継会社

とする分社型分割（物的分割）です。

  なお、当社は分割に伴い「スパークス・グループ株式会社」に商号変更し、承継会社は「スパークス・アセット・マ

ネジメント株式会社」に商号を変更いたしました。

 

2.　実施した会計処理の概要

　上記会社分割は、共通支配下の取引に該当いたします。従って、当該会計処理が連結財務諸表に与える影響はありま

せん。
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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18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 41,400円11銭

１株当たり当期純利益金額 8,994円55銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
8,412円35銭

１株当たり純資産額   24,699円12銭

１株当たり当期純利益金額   1,897円00銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
1,820円44銭

当社は、平成17年５月20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、当該株式分割が前連結会計年度期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報については、それぞれ以下

のとおりとなります。

当社は、平成18年４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、当該株式分割が前連結会計年度期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報については、それぞれ以下

のとおりとなります。

（前連結会計年度） （前連結会計年度）

１株当たり純資産額  33,974円99銭

１株当たり当期純利益金額 4,969円91銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
4,321円76銭

１株当たり純資産額       20,700円05銭

１株当たり当期純利益金額     4,497円27銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
     4,206円17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。

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 8,894,224 3,779,877

普通株主に帰属しない金額（千円） 182,500 －

（うち利益処分による役員賞与金） (182,500) －

普通株式に係る当期純利益（千円） 8,711,724 3,779,877

期中平均株式数（株） 968,554 1,992,550

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（千円） － －

普通株式増加数（株） 67,032 83,796

（うち新株予約権等） (67,032) (83,796)

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

新株予約権１種類（新株予約権の数

1,870個）。

新株予約権１種類（新株予約権の数

1,500個）。新株予約権の概要は

「注記事項」（ストック・オプショ

ン等関係）に記載のとおりでありま

す。
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（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18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．株式分割について

　平成18年２月22日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

(1) 平成18年４月１日付をもって普通株式１株につき2株

　に分割いたしました。

             ――――――――――

 

 

① 分割により増加する株式数

　普通株式　1,005,170株

② 分割の方法

　平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載された又は記録された株主の所有株式数に対し、

１株につき２株の割合をもって分割いたしました。

(2) 配当起算日

　平成18年４月１日

　当該株式分割及び当連結会計年度において行った株式

分割が前連結会計年度期首に行われたと仮定した場合の

前連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行

われたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当

たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

16,987円49銭 20,700円05銭

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

2,484円95銭 4,497円27銭

潜在株式調整後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

2,160円88銭 4,206円17銭

スパークス・グループ㈱　(8739)　平成 19 年３月期決算短信

－ 48 －



前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ２．会社分割について

　当社は、平成18年4月26日開催の取締役会において、平

成18年6月23日開催の当社株主総会における決議および所

要の官公庁等の許認可等が得られることを条件に、平成18

年10月1日（予定）を期日として、投資信託・投資顧問業

の業務をスパークス分割準備株式会社（当社の100％子会

社、「スパークス・アセット・マネジメント株式会社」に

商号変更予定）に承継させるための会社分割を決議すると

ともに、同平成18年10月1日付（予定）にて当社の商号を

「スパークス・グループ株式会社」に変更し、持株会社体

制に移行することを決定いたしました。

　当該分割により当社から営業を承継する会社の概要

  (1)　商号　　　　　　スパークス分割準備株式会社

  (2)  所在地　　　　　東京都品川区

  (3)　代表者の氏名　　小須田　建三

  (4)　資本金の額　　  ５千万円

  (5)　事業の内容　　　資産運用業

　　　　　　　　　　　（ただし、所要の官公庁等の許認

　　　　　　　　　　　　可を前提といたします。）

 （6）当該分割の目的

　    当社は、投資顧問業および投資信託委託業の認可を

受け投資顧問業および投資信託委託業を行う一方で、

スパークス・グループの「持株会社」としての特性も

有しております。上記の通り持株会社体制に移行する

ことにより、今後考えられる様々な業務展開において、

業容の拡大を図りつつ、機動性を持たせ、当社の企業

価値および株主利益の最大化を図ってまいります。

 （7）会社分割の要旨

 　① 分割の日程

     分割契約書承認取締役会 平成18年4月26日

     分割契約書締結  平成18年4月26日

     分割契約書承認株主総会 平成18年6月23日

     分割期日   平成18年10月1日（予定）

     分割登記   平成18年10月1日（予定）

 　② 分割方式   当社を分割会社とし、スパークス分割準

備株式会社を承継会社とする分社型分割（物的分割）

です。

  ――――――――――

スパークス・グループ㈱　(8739)　平成 19 年３月期決算短信

－ 49 －



前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．株式取得について

　当社は、平成18年4月26日開催の取締役会決議に基づき、

PMA Capital Management Limited（以下「ＰＭＡ社」とい

う。）の全発行済株式を総額２億26百万米ドルで取得する

契約を締結し、平成18年６月に株式を取得いたしました。

当社は、アジアを投資対象とする運用会社として支配的

な地位を確立すべく、アジアの運用会社のネットワーク化

に取り組んできております。平成17年2月には、韓国の

Cosmo Investment Management Co., Ltd.の発行済株式の

過半数を取得し、日本、韓国のネットワーク化を実施いた

しました。

　今回、株式取得したＰＭＡ社は、日本を除くアジアを投

資対象としたオルタナティブ運用サービスを主に欧米の投

資家に提供しており、ＰＭＡ社の株式取得後のスパーク

ス・グループはアジア地域のオルタナティブ運用会社とし

ては最大の規模となります。

　アジア地域を投資対象とするオルタナティブ運用に関し

ては、今後急成長が見込まれ、このタイミングで同社の買

収を行うことにより、アジア地域のオルタナティブ運用に

おいて支配的な地位を確保することができるものと考えて

おります。

　ＰＭＡ社の概要 

(1) 名称　 　PMA Capital Management Limited

(2) 住所　   Close Brothers (Cayman) Limited, 

         Harbour Place, 103 South Church 

　　　　 Street, P.O. Box 1034GT,

         Grand Cayman, Cayman Islands

(3) 代表者の氏名  ファラット・アバス・マリック

(4) 資本の額      536千米ドル

(5) 事業の内容    資産運用業

(6) 出資比率　　　当社及び当社全額出資の英国子会社

　　　　　　　（SPARX International, Ltd.）

              の合計で100.0％

(7) 取得前後における当社グループの所有する議決権

の数及びその総株主の議決権に対する割合

                              (異動前) 　(異動後)

① 当社グループの所有議決権数  　－個 535,714個

② 議決権の総数         　　535,714個 535,714個 

③ 議決権の総数に対する割合　　　－％ 　100.0％ 

  ――――――――――
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．自己株式処分について   ――――――――――

 　 当社は、平成18年４月26日及び平成18年５月31日開催

の取締役会において、自己株式の処分を下記のとおり行

うことを決議いたしました。

（1）処分の目的

　当社は、アジア地域のオルタナティブ運用において

支配的な地位を確保するため、ＰＭＡ社の全株式を取

得し子会社化する内容の契約を締結いたしました。

　ＰＭＡ社の株式取得に伴う対価の一部として、当該

株式の対価のうち、42,171千米ドルに相当する額につ

き、当社自己株式の譲渡を行うことといたしました。

（2）処分する株式の内容 

 ① 株式の種類　普通株式 

 ② 株式の総数　33,316株

  （注）1. 平成18年4月1日現在の発行済株式総数

          （2,010,340株）に占める比率1.66％ 

  （注）2. 平成18年4月25日の株式会社三菱東京Ｕ

           ＦＪ銀行が発表したレート1米ドル＝

　　　　　 114.55円及び  下記（3）の株価を用い

           て（1）に記載した金額に相当する株数

           を決定しております。なお、端数が生じ

           た場合は譲渡者ごとに切り上げて株数を

           算定しております。

  （3）処分価額　1株につき145,013円

 (注）上記算定額は、平成17年10月26日から平成18年４

月25日までの当社株式の終値の平均値と平成18年４月25

日の終値に0.9を乗じて得た額のいずれか高い方の金額

としており、上記算定額は、平成17年10月26日から平成

18年４月25日までの当社株式の終値の平均値としており

ます。

  （4）株式の処分先

 　ＰＭＡ社及びグループ会社の役職員13名

  （5）処分の時期

　平成18年６月19日

  （6）今回処分後の自己株式数 5,695.6株
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５．顧客クレームについて  ――――――――――

 　　当社は取引に関するクレームを平成18年４月20日付

けにて顧客より受けております。当社では当該クレー

ムの法的根拠、顧客が主張する損失額について、当社

の見解を主張しております。現時点において、顧客側

が主張する損失額は78,564千円でありますが、過失の

有無、損失額は今後の正式な手続きにおいて決定され

ます。なお、当社では本件に類似した事象に備え、投

資顧問・資産運用業務賠償責任保険に加入しており、

特段の事象が生じない限り本件は当該保険の適用対象

となります。

６．多額の資金の借入れ

 　　当社は決算日後において、次のとおり総額11,500百

万円の借入れを実施しております。

（1）借入先：株式会社みずほ銀行、中央三井信託銀

　　　　　　 行株式会社及び株式会社三菱東京UFJ

　　　　　　 銀行

（2）借入利率：年　TIBOR（１ヶ月）+0.25～0.30％

（3）返済方法：期日一括返済

（4）実施時期：平成18年５月31日から平成18年６月

　　　　　　　 12日

（5）借入期間：借入日から１年間

（6）資金使途：ＰＭＡ社の株式取得に伴う対価の一

　　　　　　　 部として使用するため

 （その他の注記事項等）

  「リース取引」「関連当事者との取引」「税効果会計」に関する注記については、記載を省略しております。また、「退

職給付」に関する注記については、該当事項がありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

内訳
（千円）

金額
（千円）

構成比

（％）

内訳
（千円）

金額
（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１.現金 239 268  

２.預金 14,119,136 552,433  

３.有価証券 3,499,001 －  

４.前払費用 68,084 50,170  

５.未収委託者報酬 1,013,814 －  

６.未収投資顧問料  7,076,239 －  

７.未収入金  436,530 1,363,319  

８.繰延税金資産 306,395 44,692  

９.その他 68,861 175,954  

  流動資産合計 26,588,302 54.2 2,186,838 3.5 △24,401,464

Ⅱ 固定資産  

１.有形固定資産      

(1)建物   245,245  274,050  

(2)器具備品   162,295  127,753  

有形固定資産合計   407,541 0.8  401,803 0.7 △5,737

２.無形固定資産      

(1)ソフトウェア   170,863  25,910  

無形固定資産合計   170,863 0.3  25,910 0.0 △144,952

３.投資その他の資産      

(1)投資有価証券  14,202,970  7,714,063  

(2)関係会社株式  4,203,138  43,543,970  

(3)差入保証金  282,201  360,342  

(4)長期貸付金   3,087,000  7,622,000  

(5)その他  149,603  148,507  

投資その他の資産合計  21,924,913 44.7  59,388,883 95.8 37,463,970

固定資産合計 22,503,318 45.8 59,816,598 96.5 37,313,279

資産合計 49,091,621 100.0 62,003,436 100.0 12,911,815
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

内訳
（千円）

金額
（千円）

構成比

（％）

内訳
（千円）

金額
（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１.短期借入金  － 4,000,000  

２.未払手数料  856,392 －  

３.その他未払金  934,206 222,918  

４.未払法人税等 4,240,000 548,333  

５.未払消費税等 107,307 －  

６.その他 31,965 43,258  

流動負債計 6,169,872 12.6 4,814,510 7.8 △1,355,362

 Ⅱ 固定負債  

　 １.社債 5,000,000 5,000,000  

 　２.長期借入金 － 12,000,000  

 　３.繰延税金負債 739,751 365,503  

　  固定負債計 5,739,751 11.7 17,365,503 28.0 11,625,751

 負債合計 11,909,624 24.3 22,180,013 35.8 10,270,389

（資本の部）  

Ⅰ 資本金  11,619,418 23.6 － － －

Ⅱ 資本剰余金     －

１.資本準備金 11,239,281 －  

 資本剰余金合計  11,239,281 22.9  － － －

Ⅲ 利益剰余金      

１.利益準備金 22,760 －  

２.当期未処分利益 16,181,743 －  

 利益剰余金合計  16,204,503 33.0  － － －

Ⅳ その他有価証券
評価差額金

1,121,954 2.3 － － －

Ⅴ 自己株式  △3,003,162 △6.1 － － －

資本合計 37,181,996 75.7 － － －

負債・資本合計 49,091,621 100.0 － － －
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

内訳
（千円）

金額
（千円）

構成比

（％）

内訳
（千円）

金額
（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  11,806,019 19.0 －

２．資本剰余金         

　(1) 資本準備金  －   11,426,011    

  (2) その他資本剰余金  －   2,266,545    

　　資本剰余金合計   － －  13,692,557 22.1 －

３．利益剰余金         

　(1) 利益準備金  －  － 22,760    

　(2) その他利益剰余金         

　　繰越利益剰余金  －  － 15,938,294    

　　利益剰余金合計   － －  15,961,054 25.7 －

４．自己株式   － －  △2,438,379 △3.9 －

　　株主資本合計   － －  39,021,252 62.9 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  802,170 1.3 －

　　評価・換算差額等合計   － －  802,170 1.3 －

純資産合計   － －  39,823,422 64.2 －

負債・純資産合計   － －  62,003,436 100.0 －
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

内訳
（千円）

金額
（千円）

百分比

（％）

内訳
（千円）

金額
（千円）

百分比

（％）

増減
（千円）

Ⅰ 営業収益      

１.委託者報酬  6,999,065   2,970,124    

 ２.投資顧問料収入  13,471,500   5,819,604    

 ３.関係会社業務受託収
入

 － 20,470,565 100.0 901,853 9,691,582 100.0 △10,778,983

Ⅱ 営業費用及び一般管理
費

 8,054,763 39.3 6,034,127 62.3 △2,020,636

　　 営業利益 12,415,802 60.7 3,657,455 37.7 △8,758,346

Ⅲ 営業外収益  1,108,507 5.4 625,982 6.5 △482,524

Ⅳ 営業外費用  129,515 0.6 217,186 2.2 87,670

　　経常利益 13,394,794 65.4 4,066,252 42.0 △9,328,542

Ⅴ 特別利益  12,706 0.1 99,991 1.0 87,285

Ⅵ 特別損失  6,287 0.0 133,475 1.4 127,188

    税引前当期純利益 13,401,213 65.5 4,032,767 41.6 △9,368,445

    法人税、住民税及び
事業税

 
5,641,268 1,760,982

 

    過年度法人税等追徴
税額

 
－ 314,560

 

    法人税等調整額 155,570 5,796,839 28.4 106,845 2,182,388 22.5 △3,614,450

    当期純利益 7,604,374 37.1 1,850,379 19.1 △5,753,994

    前期繰越利益 9,062,526 － －

 　 中間配当額 △485,157 － －

    当期未処分利益 16,181,743 － －
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(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

 
平成18年３月期

 

区分
注記
番号

内訳（千円） 金額（千円）

 Ⅰ当期未処分利益 16,181,743

 Ⅱ利益処分額

 利益配当金 1,971,328

 役員賞与金 122,500  

  （うち監査役分） (7,500) 2,093,828

Ⅲ次期繰越利益 14,087,914

  

 （注）１株当たり配当金の内訳

平成18年３月期 

  年間 中間  期末

  　　 円　銭       円　銭       円　銭 

 普通株式   2,500 00     500 00   2,000 00

 （内訳）    

 　　普通配当   1,000 00         －   1,000 00

  特別配当   1,000 00         －   1,000 00

  記念配当     500 00     500 00         －
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 自己株式
 株主資本
　 合計  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

 繰越利益
  剰余金

平成18年３月31日残高 11,619,418 11,239,281 － 11,239,281 22,760 16,181,743 16,204,503 △3,003,162 36,060,042

事業年度中の変動額

新株の発行 186,601 186,730 － 186,730 － － － － 373,331

剰余金の配当（注） － － － － － △1,971,328 △1,971,328 － △1,971,328

利益処分による役員賞与
（注）

－ － － － － △122,500 △122,500 － △122,500

当期純利益 － － － － － 1,850,379 1,850,379 － 1,850,379

自己株式の取得 － － － － － － － △1,999,924 △1,999,924

自己株式の処分 － － 2,266,545 2,266,545 － － － 2,564,707 4,831,253

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 186,601 186,730 2,266,545 2,453,275 － △243,448 △243,448 564,782 2,961,210

平成19年３月31日残高 11,806,019 11,426,011 2,266,545 13,692,557 22,760 15,938,294 15,961,054 △2,438,379 39,021,252

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

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日残高 1,121,954 1,121,954 － 37,181,996

事業年度中の変動額

新株の発行 － － △129 373,202

剰余金の配当（注） － － － △1,971,328

利益処分による役員賞与
（注）

－ － － △122,500

当期純利益 － － － 1,850,379

自己株式の取得 － － － △1,999,924

自己株式の処分 － － － 4,831,253

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

△319,784 △319,784 129 △319,655

事業年度中の変動額合計 △319,784 △319,784 － 2,641,425

平成19年３月31日残高 802,170 802,170 － 39,823,422

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

総平均法に基づく原価法

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

…期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は総平均法により

算定しております。）

その他有価証券

時価のあるもの

…期末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、売却原価は総平均法によ

り算定しております。）

時価のないもの

…総平均法に基づく原価法

時価のないもの

  　　　　　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（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、主な耐用年数は、以下の通りで

あります。

建物　　　　　　　11年～22年

器具備品　　　　　４年～８年

(1）有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（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　　　　　　　５年～22年

 器具備品　　　　　２年～20年

(2）無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）については、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

　　ソフトウェア（自社利用）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。

(3）長期前払費用

定額法によっております。

なお、償却期間については法人税法に

規定する方法と同一の基準によってお

ります。

(3）長期前払費用

　　定額法を採用しております。

３．繰延資産の処理方法 新株発行費及び社債発行費については、支

出時の費用として処理しております。

株式交付費については、支出時の費用とし

て処理しております。

４．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。

―――――――――― 

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の手法

為替予約が付されている外貨建金銭債

権については振当処理を採用しており

ます。

(1) ヘッジ会計の手法

　　　　　　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

ヘッジ対象…外貨建金銭債権

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　同左

(3) ヘッジ方針

為替予約は外貨建金銭債権の決済に必

要とされる範囲内で行っております。

(3) ヘッジ方針

　　　　　　同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約については、ヘッジ対象と同

一通貨建、同一金額、同一期日のもの

に限定しているため、その後の為替相

場の変動による相関関係は確保されて

おります。従ってヘッジの有効性の判

定は省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　同左

６．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

消費税等の会計処理は税抜処理によっ

ております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （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（「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）が当期から適用になったことに伴い、当期より同会計

基準及び同適用指針を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。

 　　　　 　　――――――――――

 

　　　　　　 　―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）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等の

一部改正）

　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」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）並

びに改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年８月

11日　企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 最終改正平成18年８月11日 企業会計基準適用指針第

２号)を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は39,823,422

千円であります。

　これによる当事業年度の損益に与える影響はありませ

ん。

　なお、当事業年度末における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

 　　　　 　　――――――――――

 

（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」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会

計基準第８号）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」（企業会計基準委員会　最終改正平成

18年５月31日　企業会計基準適用指針第11号）を適用して

おります。

　これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。

 　　　　 　　――――――――――

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度より「繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　実務対

応報告第19号）を適用しております。

　これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 　　　  　　　――――――――――

 

（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

計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）

を適用しております。

　これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。

　　　　　 　―――――――――― （企業結合及び事業分離等に関する会計基準）

  当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会　平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　平

成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。　
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

              　―――――――――― （損益計算書）　　　　　　　　

          　

 

前事業年度において「新株発行費」と掲記されていたも

のについては、財務諸表等規則の改正に伴い、当事業年度

より「株式発行費」として表示しております。
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（企業結合等）

当社は、平成18年10月１日を分割期日として、当社の資産運用業とそれに係る人員及び資産等を分割し、当社の

100％子会社であるスパークス分割準備株式会社（現「スパークス・アセット・マネジメント株式会社」）に承継させま

した。

　会社分割の詳細は次のとおりであります。

1.　会社分割の概要

　①会社分割の目的

　今後考えられる様々な業務展開においてより機動的な対応を図るため、持株会社体制へ移行することが必要であると

判断し、当社の資産運用業とそれに係る人員及び資産等を分割し、スパークス分割準備株式会社に承継させました。

　②分割した事業の内容

　資産運用業

　③分割の形態

　当社を分割会社、スパークス分割準備株式会社（現「スパークス・アセット・マネジメント株式会社」）を承継会社

とする分社型分割（物的分割）です。

  なお、当社は分割に伴い「スパークス・グループ株式会社」に商号変更し、承継会社は「スパークス・アセット・　

マネジメント株式会社」に商号を変更いたしました。

2.　実施した会計処理の概要

　上記会社分割は、共通支配下の取引に該当いたします。従って「企業結合に係る会計基準三　５共通支配下の取引」

に規定する個別財務諸表上の会計処理を実施しております。
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