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１．四半期財務・業績の作成等に係る事項

①　会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無　：　無

②　連結及び持分法の適用範囲の移動の状況　　　　　　　　　　　　　：　有

連結（新規）35社（除外）５社　　　持分法（新規）５社（除外）－社　

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日）

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

売上高 営業利益 経常利益
四半期（当期）

純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成20年２月期第１四半期 16,207 (△9.0) 6,778 (△44.8) 6,504 (△45.5) 3,258 (△55.0)
平成19年２月期第１四半期 17,804 (333.2) 12,280 (335.7) 11,926 (353.1) 7,237 (418.1)

（参考）平成19年２月期 56,889 (152.4) 19,661 (112.3) 17,549 (106.9) 9,419 (104.0)

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成20年２月期第１四半期 6,147 02 5,703 67
平成19年２月期第１四半期 13,733 40 12,884 78

（参考）平成19年２月期 17,834 93 16,554 17

　（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、対前年同四半期比増減率

２．期中平均株式数　　　平成20年２月期第１四半期　530,288株　 平成19年２月期第１四半期　527,267株

　平成19年２月期　　        528,377株　

 　　　３．期中平均自己株式数　平成20年２月期第１四半期　　　240株　 平成19年２月期第１四半期　    240株

　平成19年２月期　              240株　

 ［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］
　当第１四半期におけるわが国の経済環境は、公共投資が減少基調にあるものの、高水準の企業収益や雇用者所得の緩
やかな増加を背景に、国内民間需要は引き続き増加しており、景気は緩やかながらも拡大を続けております。
　当社グループの事業領域である不動産及びＭ＆Ａ業界におきましては、不動産市況は活況を呈しており、不動産価格
は上昇しキャップレートは低下傾向にあるものの、空室率は改善されつつあり、賃料価格は上昇に転じております。ま
た、株式市場は２月に上海株式市場を発端とする世界同時株安が発生したものの、比較的短期間にて収束しております。
　このような環境下で当社グループにおきましては、不動産ファンド事業において、ファンドの資金調達等を専門に行
うファンド企画本部を新設するともに、不動産開発事業に特化した開発事業部、高齢者向け施設や病院等の社会インフ
ラを投資対象とするファンドの組成を行うシニア・ビジネス室を設置するなど、営業体制の強化を図り、収益力の強化
に努めてまいりました。また、Ｍ＆Ａ事業において海外投資の利益の実現を図ってまいりました。
　なお、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会　
実務対応報告第20号）を適用したことにより、投資事業組合等を連結の範囲に新たに含めたため、従来の基準に拠った
場合と比較して売上高等は増加しております。なお、純利益については、最終的に当社に帰属するのはファンドの損益
のうちの当社出資割合部分とファンドからの手数料収入であり、本来的には当該会計処理の変更によって増減すること
はありませんが、連結対象となったファンドからの物件取得に係る手数料や配当収入に係る収益計上のタイミングがず
れることによる影響を受けております。
　この結果、当第１四半期における業績は、売上高16,207百万円（前年同期比9.0％減）、経常利益6,504百万円（前年
同期比45.5％減）、四半期純利益3,258百万円（前年同期比55.0％減）となりました。　 
　事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。
①マーチャント・バンキング事業
　不動産ファンド事業において、物件売却に伴う成功報酬や配当収入が収益に貢献するとともに、Ｍ＆Ａ事業において、
海外企業に対する投資案件のEXITが業績に寄与した結果、売上高が15,110百万円（前年同期比9.1％減）となりました。
また、前述のとおり投資事業組合等を連結の範囲に新たに含めておりますが、前年同期には不動産ファンド事業におけ
る大型案件に係る成功報酬や配当収入が業績に大きく寄与していたため、前年同期と比較した場合、利益は減少したも
のの、期初の見込みどおり堅調に推移しております。
②ホスピタリティ＆ウェルネス事業
　ホスピタリティ＆ウェルネス事業につきましては、平成19年３月31日をもって、スイミング・スクール事業の譲渡を
行った結果、売上高が1,086百万円（前年同期比5.8％減）となりました。

 ③その他の事業
　中国における繊維事業の売上高が12百万円（前年同期比40.7％減）となりました。
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(2) 財政状態(連結)の変動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　     　（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20年２月期第１四半期 256,020 86,383 21.1 102,131 80
平成19年２月期第１四半期 　117,331 46,758 39.9 88,700 74

（参考）平成19年２月期 237,740 82,587 22.2 99,747 11

 （注）１．期末発行済株式数　平成20年２月期第１四半期　530,341株　　平成19年２月期第１四半期 　527,386株

平成19年２月期　　        530,261株　

 　　　２．期末自己株式数　　平成20年２月期第１四半期　    240株　　平成19年２月期第１四半期     　240株

平成19年２月期　              240株　

 ［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期末における総資産は256,020百万円となり、前第１四半期末と比較して138,689百万円増加しました。こ

の主な要因は、前述のとおり、投資事業組合等を連結の範囲に新たに含めたことに伴い、たな卸資産等が大幅に増加し

たことによります。

　負債は、前第１四半期末と比較して106,279百万円増加しました。この主な要因は、短期借入金が22,843百万円増加し

たほか、投資事業組合等を連結の範囲に新たに含めたことに伴い、短期ノンリコースローンが3,580百万円、長期ノンリ

コースローンが26,406百万円、ノンリコース社債が22,982百万円それぞれ増加したことによります。 

　純資産は、前第１四半期末と比較して32,409百万円増加しました。この主な要因は、前述のとおり、投資事業組合等

を連結の範囲に新たに含めたことに伴い、少数株主持分が24,746百万円増加したことによります。

○添付資料

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書など

 ３.平成20年２月期の連結業績予想（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 23,400 8,400 4,500
通期 57,000 17,700 9,500

 （参考）　１株当たり予想当期純利益（通期）17,921円11銭

 ［業績予想に関する定性的情報等］

　当期の連結業績予想につきましては、概ね当初予想通り順調に推移しており、発表日現在において平成19年４月11

日に発表いたしました業績予想の変更はありません。

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

今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。

 ［その他参考情報］

当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より百万円単位で記載することに変更しております。なお、比較を容易にするために、前連結

会計年度及び前第１四半期連結会計期間においても百万円単位に組替え表示しております。
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４．【四半期連結財務諸表等】

①【四半期連結貸借対照表】

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金
※２
※３

34,602 36,548 34,711

２．受取手形及び売掛金 412 962 232

３．たな卸資産
※２
※３

27,577 133,613 119,102

４．営業投資有価証券
※２
※４

34,729 48,307 48,569

５．営業出資金 ※４ 682 1,193 1,189

６．営業貸付金 ※４ 6,314 8,895 9,275

７．繰延税金資産 588 2,483 2,072

８．その他の流動資産  1,975 4,220 3,873

９．貸倒引当金 △2 △2 △2

流動資産合計 106,879 91.1 236,221 92.3 219,024 92.1

Ⅱ　固定資産

１.有形固定資産 ※２ 5,779 4.9 6,049 2.4 6,259 2.6

２ 無形固定資産 1,279 1.1 1,400 0.5 391 0.2

３ 投資その他の資産

(1）投資有価証券
※１
※２

2,418 10,205 9,937

(2）繰延税金資産  ― 5 0

(3）その他投資その他
の資産

980 2,145 2,134

(4）貸倒引当金 △6 △6 △6

投資その他の資産合
計

3,391 2.9 12,348 4.8 12,065 5.1

固定資産合計 10,451 8.9 19,798 7.7 18,716 7.9

資産合計 117,331 100.0 256,020 100.0 237,740 100.0
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前第１四半期連結会計期間末
（平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 207 402 180

２．短期借入金 ※２ 14,407 37,250 21,625

３．短期ノンリコース
ローン

※３ ― 3,580 5,920

４．１年以内返済予定長
期借入金

※２ 4,033 6,435 8,091

５．１年以内返済予定長
期ノンリコースロー
ン 

※３ ― 12,649 17,055

６．１年以内償還予定社
債

※２ ― 466 466

７．１年以内償還予定ノ
ンリコース社債 

※３ ― 10,988 5,507

８．未払法人税等 5,925 2,356 5,918

９．繰延税金負債 4 300 290

10．賞与引当金 ― 54 24

11．役員賞与引当金 ― 162 318

12．預り保証金 ― 5,420 4,270

13．その他流動負債 2,473 6,559 6,690

流動負債合計 27,052 23.1 86,626 33.9 76,359 32.1

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※２ 980 4,634 4,734

２．新株予約権付社債 17,035 17,025 17,025

３．ノンリコース社債 ※３ ― 22,982 22,686

４．長期借入金 ※２ 10,461 6,421 6,899

５．長期ノンリコース
ローン

※２
※３

2,100 28,506 22,802

６．繰延税金負債 3,026 891 1,318

７．負ののれん ― 922 955

８．その他固定負債 2,702 1,627 2,372

固定負債合計 36,304 30.9 83,010 32.4 78,793 33.1

負債合計 63,357 54.0 169,636 66.3 155,152 65.3

（少数株主持分）

少数株主持分 7,215 6.1 ― ― ― ―

（資本の部）

Ⅰ　資本金 16,374 14.0 ― ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金 16,220 13.8 ― ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金 13,564 11.6 ― ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

530 0.5 ― ― ― ―

Ⅴ　為替換算調整勘定 105 0.1 ― ― ― ―

Ⅵ　自己株式 △36 △0.0 ― ― ― ―

    資本合計 46,758 39.9 ― ― ― ―

負債、少数株主持分及
び資本合計

117,331 100.0 ― ― ― ―
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前第１四半期連結会計期間末
（平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  ― ― 16,583 6.5 16,582 7.0

２．資本剰余金  ― ― 16,429 6.4 16,429 7.0

３．利益剰余金  ― ― 17,197 6.7 14,893 6.3

４．自己株式  ― ― △36 △0.0 △36 △0.0

株主資本合計  ― ― 50,173 19.6 47,869 20.1

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価
差額金

 ― ― 3,870 1.4 4,781 2.0

２．繰延ヘッジ損益  ― ― △320 △0.1 △266 △0.1

３．為替換算調整勘定  ― ― 416 0.2 483 0.2

評価・換算差額等合計  ― ― 3,966 1.5 4,998 2.1

Ⅲ　新株予約権  ― ― 281 0.1 85 0.0

Ⅳ　少数株主持分  ― ― 31,961 12.5 29,633 12.5

純資産合計  ― ― 86,383 33.7 82,587 34.7

負債純資産合計  ― ― 256,020 100.0 237,740 100.0

 

－ 5 －



②【四半期連結損益計算書】

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 17,804 100.0 16,207 100.0 56,889 100.0

Ⅱ　売上原価 3,317 18.6 6,173 38.1 26,413 46.4

売上総利益 14,487 81.4 10,034 61.9 30,476 53.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,207 12.4 3,255 20.1 10,814 19.0

営業利益 12,280 69.0 6,778 41.8 19,661 34.6

Ⅳ　営業外収益 104 0.6 562 3.5 605 1.1

Ⅴ　営業外費用 458 2.6 836 5.2 2,717 4.8

経常利益 11,926 67.0 6,504 40.1 17,549 30.8

Ⅵ　特別利益 ※２ 404 2.3 1,233 7.7 456 0.8

Ⅶ　特別損失 ― ― 25 0.2 333 0.6

税金等調整前四半期
（当期）純利益

12,330 69.3 7,712 47.6 17,672 31.1

法人税、住民税及び
事業税

5,361 2,060 8,219

法人税等調整額 △592 4,769 26.8 △390 1,669 10.3 △1,739 6,480 11.4

少数株主利益 323 1.8 2,784 17.2 1,772 3.1

四半期（当期）純利
益

7,237 40.7 3,258 20.1 9,419 16.6
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③【四半期連結剰余金計算書】

前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年５月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 16,210

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．新株予約権の行使による剰

余金増加高
9

２．新株引受権の行使による剰

余金増加高
－ 9

Ⅲ　資本剰余金四半期期末残高 16,220

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 6,982

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．四半期純利益 7,237

２．連結除外による利益剰余金

増加高
－ 7,237

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 474

２．役員賞与 170

３．連結子会社増加による剰余

金減少高
11 656

Ⅳ　利益剰余金四半期期末残高 13,564
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④【四半期連結株主資本等変動計算書】

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高
（百万円）

16,582 16,429 14,893 △36 47,869

四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 0 0   0

剰余金の配当   △954  △954

連結範囲の変動   △0  △0

四半期純利益   3,258  3,258

株主資本以外の項目の四半期連結
会計期間中の変動額（純額）

    －

四半期連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

0 0 2,304 － 2,304

平成19年５月31日残高
（百万円）

16,583 16,429 17,197 △36 50,173

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高
（百万円）

4,781 △266 483 4,998 85 29,633 82,587

四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行       0

剰余金の配当       △954

連結範囲の変動       △0

四半期純利益       3,258

株主資本以外の項目の四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

△911 △54 △66 △1,032 195 2,327 1,490

四半期連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△911 △54 △66 △1,032 195 2,327 3,795

平成19年５月31日残高
（百万円）

3,870 △320 416 3,966 281 31,961 86,383
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日残高
（百万円）

16,364 16,210 6,982 △36 39,521

四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 218 218   436

剰余金の配当（注）   △1,107  △1,107

役員賞与   △197  △197

連結範囲の変動   △202  △202

当期純利益   9,419  9,419

自己株式の消却   △0  △0

株主資本以外の項目の四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

    －

四半期連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

218 218 7,911 － 8,347

平成19年２月28日残高
（百万円）

16,582 16,429 14,893 △36 47,869

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残高
（百万円）

1,086 － 65 1,151 － 3,658 44,331

連結会計年度中の変動額

新株の発行       436

剰余金の配当（注）       △1,107

役員賞与       △197

連結範囲の変動       △202

当期純利益       9,419

自己株式の消却       △0

株主資本以外の項目の四半期連結
会計期間中の変動額（純額）

3,695 △266 417 3,847 85 25,975 29,908

四半期連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

3,695 △266 417 3,847 85 25,975 38,256

平成19年２月28日残高
（百万円）

4,781 △266 483 4,998 85 29,633 82,587

 　（注）利益処分による利益配当が474百万円含まれております。
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数及び名称
連結子会社の数　　　　33社
連結子会社の名称
アセット・インベスターズ株式会
社
株式会社エフ・アール・ホール
ディング
株式会社アセット・リアルティ・
マネジャーズ 
有限会社エフ・アール・グロー
ス
株式会社アセット・オペレーター
ズ
有限会社レッドロック・インベス
トメント
アセット・ロジスティックス株式
会社 
アセット証券株式会社
アセット・ファイナンス株式会
社
上海亜賽特投資諮詢有限公司
Asset Managers (China) Co., 
Ltd.
ASC Asset Management Limited
ASC Capital Limited
Asset Managers (Taiwan) Co., 
Ltd.　
佛山南海新日紡紡織服飾有限公
司
有限会社ライラック
有限会社エフ・アール・エンター
プライズ
有限会社サクセス・ギャラン
ティ
株式会社片桐企画
有限会社アルウェン
有限会社クレメンタイン
有限会社エムズィー・ファイナン
ス
有限会社ブレイジング・スカイ
有限会社エオメル
有限会社ケイン
有限会社ジェミニ・キャピタル
株式会社宮交シティ
株式会社フィナンシア・CI
有限会社ラガール新橋
有限会社アラン・ライト 
有限会社シルバー・フォックス 
有限会社神保町企画 
株式会社神保町開発  

(1）連結子会社の数及び名称
連結子会社の数　　　　142社
連結子会社の名称
アセット・インベスターズ株式会
社
株式会社アセット・リアルティ・
マネジャーズ
株式会社アセット・オペレーター
ズ
アセット・ロジスティックス株式
会社
アセット証券株式会社
アセット・ファイナンス株式会
社
上海亜賽特投資諮詢有限公司
Asset Managers (Asia) Company 
Limited
ASC Asset Management Limited
ASC Capital Limited
Asset Managers (Taiwan) Co., 
Ltd.
佛山南海新日紡紡織服飾有限公
司
株式会社宮交シティ
株式会社フィナンシア・CI
China Databank Limited
Carico Holdings Limited
他126社
 
投資事業組合等６社につきまして
は、当第１四半期連結会計期間に
設立したため連結の範囲に含めて
おります。
 
Carico Holdings Limited他27社
につきましては、当第１四半期連
結会計期間に持分の一部を取得し
たため連結の範囲に含めておりま
す。
 
アセット・ジェイシーダヴリュー
株式会社につきましては、当第１
四半期連結会計期間より事業を開
始したため、連結の範囲に含めて
おります。
 
投資事業組合等５社につきまして
は、当第１四半期連結会計期間に
清算したため、連結の範囲から除
外しております。

(1）連結子会社の数及び名称
連結子会社の数　　　　112社
連結子会社の名称
アセット・インベスターズ株式会
社
株式会社アセット・リアルティ・
マネジャーズ
株式会社アセット・オペレーター
ズ
アセット・ロジスティックス株式
会社
アセット証券株式会社
アセット・ファイナンス株式会
社
上海亜賽特投資諮詢有限公司
Asset Managers (Asia) Company 
Limited
ASC Asset Management Limited
ASC Capital Limited
Asset Managers (Taiwan) Co., 
Ltd.
佛山南海新日紡紡織服飾有限公
司
株式会社宮交シティ
株式会社フィナンシア・CI
China Databank Limited
他97社
 
Asset Managers (China) Co., 
Ltd.は平成18年７月８日付で、
Asset Managers (Asia) Company 
Limitedに商号変更しておりま
す。
 
株式会社フィナンシア・CI他13社
につきましては、当連結会計年度
に設立したため連結の範囲に含め
ております。
 
 
株式会社宮交シティ他４社につき
ましては、当連結会計年度に持分
の一部又は全部を取得したため連
結の範囲に含めております。
 
投資事業組合等５社につきまして
は、当連結会計年度より事業を開
始したため、連結の範囲に含めて
おります。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

株式会社宮交シティにつきまして
は当第１四半期連結会計期間にお
いて全発行済株式を取得したため
連結の範囲に含めております。
株式会社フィナンシア・ＣＩにつ
きましては、当第１四半期連結会
計期間に設立したため連結の範囲
に含めております。 
有限会社アラン・ライト 、有限
会社シルバー・フォックス につ
きましては、前連結会計年度は、
自己の計算において議決権の過半
数を有しているにも関わらず子会
社に含めておりませんでしたが、
当第１四半期連結会計期間より事
業を開始したことから連結の範囲
に含めております。
当第１四半期連結会計期間に設立
された有限会社ラガール新橋、有
限会社神保町企画 、株式会社神
保町開発については特別目的会社
であり、議決権を有していないも
のの、実質的に支配していると認
められるため、当第１四半期連結
会計期間に連結の範囲に含めてお
ります。 

 投資事業組合等５社につきまして
は、当連結会計年度中に清算した
ため、連結の範囲から除外してお
ります。
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」(実務対応報告第20号　平成
18年９月８日）を適用しておりま
す。これにより、当連結会計年度
より、投資事業組合等67社を連結
の範囲に含めております。
なお、影響額につきましては、
「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
しております。

 

(2）非連結子会社

　該当事項はありません。

(2）非連結子会社

アセット・プリンシパル株式会社

他３社につきましては、その資産、

売上高等から見て、連結の範囲か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ重要性が

乏しいため、連結の範囲から除外

しております。

(2）非連結子会社

アセット・プリンシパル株式会社

他２社につきましては、その資産、

売上高等から見て、連結の範囲か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ重要性が

乏しいため、連結の範囲から除外

しております。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(3）他の会社等の議決権の過半数を
自己の計算において所有している
にもかかわらず子会社としなかっ
た当該他の会社等の名称
有限会社エストレア
有限会社エーアイ・バリュー・
パートナーズ 
有限会社ネモフィラ 
有限会社エーアイ・スター 
有限会社エンプレオ 
有限会社エルフォログ
有限会社ラクロス
有限会社ガナシアス
株式会社アセット・ホスピタリ
ティ 
ASSET MANAGERS SG PTE. LTD. 
有限会社マージャー・キャピタ
ル 
有限会社アクア・スプラッシュ 
有限会社リバティ・エール 
有限会社フォーチュン・ロード 
有限会社エスポワール・レジデン
ス 
有限会社ハイ・パフォーマンス 
有限会社タウラス・キャピタル 
有限会社アリエス・キャピタル 
有限会社バルゴ・キャピタル 
有限会社キャンサーキャピタル 
有限会社レオキャピタル 
株式会社ローズミスト 
株式会社ムーンシャイン 
株式会社エイシー・プロパティ 
株式会社アザレア 
株式会社クリムゾン 
株式会社エス・アール・ウエス
ト 
有限会社クロウ・プロパティ 
有限会社サンダー・ランド 
有限会社ラピス 
有限会社リチャード 
有限会社レガロ
有限会社エフ・アール・キャピタ
ル 
有限会社エクセレント・キャピタ
ル 
有限会社ブイエススリー 
有限会社ブイエスワン 
有限会社銀座ブルース
有限会社バロン

(3）他の会社等の議決権の過半数を
自己の計算において所有している
にもかかわらず子会社としなかっ
た当該他の会社等の名称
有限会社タウラス・キャピタル
他18社
子会社としなかった理由 
当社は、上記他の会社の議決権の
100％を所有しておりますが、こ
れらはすべて、当社が組成する
ファンド運営のための特別目的会
社として設立されたものの、ファ
ンドが組成されていない会社で、
いずれも四半期連結財務諸表に重
要な影響を及ぼさないため、子会
社とはしておりません。
 
さわやか特定目的会社
他１社
子会社としなかった理由 
当社は、上記他の会社の議決権の
100％を実質的に所有しておりま
すが、財務諸表等規則第８条第７
項に規定する特別目的会社である
ため、子会社とはしておりませ
ん。
 
株式会社キムラヤセレクト 
株式会社多田建設
昭和鋼機株式会社
他３社
子会社としなかった理由
株式の所有目的は営業投資であり、
傘下に入れることを目的としてい
ないため、当該営業投資先は子会
社とはしておりません。 

(3）他の会社等の議決権の過半数を
自己の計算において所有している
にもかかわらず子会社としなかっ
た当該他の会社等の名称
有限会社タウラス・キャピタル
他13社
子会社としなかった理由 
当社は、上記他の会社の議決権の
100％を所有しておりますが、こ
れらはすべて、当社が組成する
ファンド運営のための特別目的会
社として設立されたものの、ファ
ンドが組成されていない会社で、
いずれも連結財務諸表に重要な影
響を及ぼさないため、子会社とは
しておりません。
 

 
 
　　　　　　同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　同左 

有限会社ブランドン
有限会社パルテノン
有限会社エバンス
有限会社カーメル
有限会社サキエル
有限会社プレジャーハント
子会社としなかった理由
当社は、上記他の会社の議決権の
100％を所有しておりますが、こ
れらはすべて、当社が組成する
ファンド運営のための特別目的会
社として設立されたものの、ファ
ンドが組成されていない会社であ
るため、または財務諸表等規則第
８条第４項及び第７項に該当する
特別目的会社となるため、子会社
とはしておりません。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

２．持分法の適用に関する事
項

(1）持分法適用の関連会社
持分法適用の関連会社数
４社
持分法適用の関連会社の名称
フリット・キャピタル株式会社
Sino-JP Assets Management 
Co., Ltd.
Sino-JP Assets Management　
Ⅱ Co., Ltd.
株式会社御堂筋開発
なお、Sino-JP Assets 
Management Ⅱ Co., Ltd.および
株式会社御堂筋開発はそれぞれ四
半期純損益及び利益剰余金等から
みて、四半期連結財務諸表に及ぼ
す影響および重要性が増したため、
当第１四半期連結会計期間より持
分法を適用しております

(1）持分法適用の関連会社
持分法適用の関連会社数
13社
主要な持分法適用の関連会社の名
称
フリット・キャピタル株式会社
Sino-JP Assets Management 
Co., Ltd.
Sino-JP Assets Management Ⅱ
Co., Ltd
21世紀アセットマネジメント株式
会社
クローバー・アドバイザーズ株式
会社
CITIC International Assets 
Management Limited
他７社
 
Intelligent Transport System 
Holdings Limited他４社につきま
しては、当第１四半期連結会計期
間に持分の一部を取得したため持
分法を適用することといたしまし
た。
 

(1）持分法適用の関連会社
持分法適用の関連会社数
８社
主要な持分法適用の関連会社の名
称
フリット・キャピタル株式会社
Sino-JP Assets Management 
Co., Ltd.
Sino-JP Assets Management Ⅱ
Co., Ltd
21世紀アセットマネジメント株式
会社
クローバー・アドバイザーズ株式
会社
CITIC International Assets 
Management Limited
他２社
 
21世紀アセットマネジメント株式
会社他３社につきましては、当連
結会計年度に持分の一部を取得し
たため持分法を適用することとい
たしました。
 
Sino-JP Assets Management Ⅱ 
Co., Ltdにつきましては、重要性
が増したため、当連結会計年度よ
り持分法を適用することといたし
ました。
 
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」(実務対応報告第20号　平成
18年９月８日）を適用しておりま
す。これにより、当連結会計年度
より、投資事業組合等１社につき
まして、持分法を適用することと
いたしました。
なお、影響額につきましては、
「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
しております。

(2)持分法適用の非連結子会社の数
該当事項はありません。 

(2）持分法適用の非連結子会社
同左

(2）持分法適用の非連結子会社
同左

 
(3)持分法を適用していない非連結子

会社
該当事項はありません。

(3）持分法を適用していない非連結
子会社
非連結子会社であるアセット・プ
リンシパル株式会社他３社につき
ましては、その損益等から見て、
持分法の対象から除いても連結財
務諸表に及ぼす影響が軽微であり、
かつ重要性が乏しいため、持分法
の対象から除外しております。

(3)持分法を適用していない非連結子
会社
非連結子会社であるアセット・プ
リンシパル株式会社他２社につき
ましては、その損益等から見て、
持分法の対象から除いても連結財
務諸表に及ぼす影響が軽微であり、
かつ重要性が乏しいため、持分法
の対象から除外しております。
 

(4)持分法を適用していない関連会社
　
有限会社淡路町開発
有限会社フレーテ
持分法を適用していない関連会社
はそれぞれ四半期純損益及び利益
剰余金等からみて、持分法の対象
から除いても四半期連結財務諸表
に及ぼす影響が軽微であり、かつ
重要性がないため持分法の適用範
囲から除外しております。

(4)持分法を適用していない関連会社
該当事項はありません。

(4)持分法を適用していない関連会社
同左
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(5)他の会社等の議決権の100分の20
以上、100分の50以下を自己の計
算において所有しているにもかか
わらず関連会社としなかった当該
他の会社等の名称

──── 

(5)他の会社等の議決権の100分の20
以上、100分の50以下を自己の計
算において所有しているにもかか
わらず関連会社としなかった当該
他の会社等の名称
DCDC Limited
他３社
関連会社としなかった理由
株式の所有目的は営業投資であり、
傘下に入れることを目的としてい
ないため、当該営業投資先は関連
会社とはしておりません。 

(5)他の会社等の議決権の100分の20
以上、100分の50以下を自己の計
算において所有しているにもかか
わらず関連会社としなかった当該
他の会社等の名称
DCDC Limited
他４社
関連会社としなかった理由
株式の所有目的は営業投資であり、
傘下に入れることを目的としてい
ないため、当該営業投資先は関連
会社とはしておりません。 

３．連結子会社の第１四半期
決算日（決算日）等に関
する事項

連結子会社33社のうちアセット・
インベスターズ株式会社、株式会
社エフ・アール・ホールディング、
株式会社アセット・リアルティ・
マネジャーズ、アセット・ロジス
ティックス株式会社、株式会社宮
交シティ、アセット証券株式会社、
上海亜賽特投資諮詢有限公司、
Asset Managers (China) Co., 
Ltd、ASC Asset Management 
Limited、ASC Capital 
Limited、Asset Managers 
(Taiwan) Co., Ltd、及び佛山南
海新日紡紡織服飾有限公司の四半
期決算日は３月31日でありま
す。
有限会社エフ・アール・グロース、
アセット・ファイナンス株式会社、
有限会社エムズィー・ファイナン
ス、有限会社ブレイジング・スカ
イの四半期決算日は４月30日であ
ります。
有限会社レッドロック・インベス
トメント、有限会社ライラック、
有限会社サクセス・ギャラン
ティ、株式会社片桐企画、及び有
限会社エオメルの四半期決算日は
５月31日であります。
四半期連結財務諸表の作成に当
たって、これらの会社については
同決算日現在の財務諸表を使用し
ております。
有限会社エフ・アール・エンター
プライズ、有限会社ケイン、有限
会社ラガール新橋、有限会社アラ
ン・ライト、有限会社シルバー・
フォックス、有限会社神保町企画、
及び神保町開発につきましては、
平成18年５月31日に仮決算を行い
連結しております。
ただし、上記の会社のうち、四半
期連結決算日と使用する財務諸表
の決算日が異なる会社につきまし
ては、各社の決算日から四半期連
結決算日までの期間に発生した主
要な取引について、連結上必要な
調整を行っております。

連結子会社142社のうちアセッ
ト・ロジスティックス株式会社他
14社の四半期決算日は３月31日で
あります。四半期連結財務諸表の
作成に当たっては、同日現在の財
務諸表を使用しております。
アセット・ファイナンス株式会社
他22社の四半期決算日は４月30日
であります。四半期連結財務諸表
の作成に当たっては、同日現在の
財務諸表を使用しております。
連結子会社のうち、上記以外に四
半期決算日が四半期連結決算日と
異なるアセット・インベスターズ
他80社につきましては、仮決算を
実施しております。
ただし、四半期連結決算日までの
期間に発生した重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行って
おります。
 

連結子会社112社のうちアセッ
ト・ロジスティックス株式会社他
13社の決算日は12月31日でありま
す。連結財務諸表の作成に当たっ
ては、同日現在の財務諸表を使用
しております。
アセット・ファイナンス株式会社
他17社の決算日は１月31日であり
ます。連結財務諸表の作成に当
たっては、同日現在の財務諸表を
使用しております。
連結子会社のうち、上記以外に決
算日が連結決算日と異なるアセッ
ト・インベスターズ他59社につき
ましては、仮決算を実施しており
ます。
ただし、連結決算日までの期間に
発生した重要な取引については、
連結上必要な調整を行っておりま
す。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　四半期連結会計期間末日

の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部資本

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定）

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　四半期連結会計期間末日の

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

原価は移動平均法により算

定）

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　連結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

　　　匿名組合出資金については

「(6)．その他四半期連結

財務諸表(連結財務諸表)作

成のための基本となる重要

な事項(ニ）匿名組合出資

金の会計処理」に記載して

おります。

時価のないもの

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「(6)その他四半期連結

財務諸表(連結財務諸表)作

成のための基本となる重要

な事項(ニ)投資事業組合等

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「(6)その他連結財務諸

表作成のための基本となる

重要な事項(ニ)投資事業組

合等の会計処理」に記載し

ております。 

(ロ）デリバティブ

時価法

(ロ）デリバティブ

同左

(ロ）デリバティブ

同左

(ハ）たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

 

(ハ）たな卸資産

販売用不動産

同左

 

(ハ）たな卸資産

販売用不動産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

主として定額法　

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物　　　 ３～50年

機械装置  　　　　　 ２～10年

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

(イ）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(イ）貸倒引当金

同左

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づき当第１四半期連結会計期間負

担額を計上しております。

(ロ）賞与引当金

同左

(ロ）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づき当連結会計年度負担額を計上

しております。

───

 

(ハ）役員賞与引当金

　　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に

基づき当第１四半期連結会計期

間負担額を計上しております。

(ハ）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づ

き当連結会計年度負担額を計上し

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かかる方法に

準じた会計処理によっております。

同左 同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

(イ) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。ただし、特例処理の

要件を満たす為替予約、金利ス

ワップ及び金利キャップについて

は、特例処理を採用しておりま

す。 

(イ) ヘッジ会計の方法

同左

(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、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

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左　
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(ハ) ヘッジ方針

当社の内部規程に基づき、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。

(ハ) ヘッジ方針

同左

(ハ) ヘッジ方針

同左

(ニ）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

(ニ）ヘッジ有効性の評価の方法

同左

(ニ）ヘッジ有効性の評価の方法

同左

(6）その他四半期連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための基本とな

る重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

なお、控除対象外消費税等は原

則当第１四半期の期間費用とし

て処理しておりますが、資産に

係る控除対象外消費税等のうち

一定のものは５年間の均等償却

をしております。

(イ）消費税等の会計処理

同左

 

(イ）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

なお、控除対象外消費税等は

原則当期の期間費用として処理

しておりますが、資産に係る控

除対象外消費税等のうち一定の

ものは５年間の均等償却をして

おります。

(ロ）自社ファンドへ譲渡した不動

産についての会計処理

販売用不動産のうち、自社ファ

ンドへ譲渡した不動産について

は、売却損益を純額で売上高に

計上しております。

(ロ）自社ファンドへ譲渡した不動

産についての会計処理

同左

(ロ）自社ファンドへ譲渡した不動

産についての会計処理

同左

(ハ）営業投融資の会計処理

当社グループが不動産ファンド事

業及びＭ＆Ａ事業の営業取引とし

て営業投資目的で行う投融資(営

業投融資)については、営業投資

目的以外の投融資とは区分して

「営業投資有価証券」、「営業出

資金」及び「営業貸付金」として

「流動資産の部」にまとめて表示

しております。また、営業投融資

から生ずる損益は、営業損益とし

て表示することとしておりま

す。

なお、株式等の所有により、営業

投資先の意思決定機関を支配して

いる要件および営業投資先に重要

な影響を与えている要件を満たす

こともありますが、その所有目的

は営業投資であり、傘下に入れる

目的で行われていないことから、

当該営業投資先は、子会社及び関

連会社に該当しないものとしてお

ります。

(ハ）営業投融資の会計処理

同左

(ハ）営業投融資の会計処理

同左

 (ニ）匿名組合出資金の会計処理

 当社グループは匿名組合出資金

の会計処理を行うに際して、匿名

組合の財産の持分相当額を「営業

投資有価証券」または「営業出資

金」として計上しております。匿

名組合の出資時に「営業投資有価

証券」または「営業出資金」を計

上し、匿名組合から分配された損

益については、売上高に計上する

とともに同額を「営業投資有価証

券」または「営業出資金」に加減

し、営業者からの出資金の払戻に

ついては「営業投資有価証券」ま

たは「営業出資金」を減額させて

おります。

なお、匿名組合出資金は「営業投

資有価証券」または「営業出資

金」として流動資産の部に表示し

ております。

(ニ）投資事業組合等の会計処理

当社グループは投資事業組合等の

会計処理を行うに際して、投資事

業組合等への出資金を「営業投資

有価証券」、「営業出資金」、ま

たは「投資有価証券」（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

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、売上高または営業

外損益に計上するとともに同額を

組合等出資金に加減し、投資事業

組合等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。

(ニ）投資事業組合等の会計処理

同左
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

──── （投資事業組合等に対する支配力基準及び影響

力基準） 

当第１四半期連結会計期間より、「投資事業組

合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に

関する実務上の取扱い」（実務対応報告第20号

　平成18年９月８日）を適用しております。こ

れによる影響額は以下のとおりであります。

 

総資産  88,433百万円増加

売上高 6,315百万円増加

営業利益   1,789百万円増加

経常利益 1,695百万円増加

税金等調整前

当期純利益
  1,695百万円増加

当期純利益 236百万円減少

（役員賞与に関する会計基準）

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）

を適用しております。これにより、営業利益、経

常利益及び税金等調整前純利益は318百万円減少

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18年５月31日）を適用してお

ります。これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前純利益は85百万円減少しておりま

す。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号

　平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等適用指針」（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53,134百万円であります。 

(自己株式及び準備金の減少に関する会計基

準） 

当連結会計年度より、「自己株式及び準備金の

減少に関する会計基準」（改正企業会計基準第

１号　平成18年８月11日）及び「自己株式及び

準備金の額の減少に関する会計基準の適用指針」

（改正企業会計基準適用指針第２号　平成18年

８月11日）を適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。 

（投資事業組合等に対する支配力基準及び影響

力基準） 

当連結会計年度より、「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」（実務対応報告第20号　平成18年

９月８日）を適用しております。これによる影

響額は以下のとおりであります。 

総資産  90,442百万円増加

売上高 18,246百万円増加

営業利益    2,051百万円増加

経常利益 812百万円増加

税金等調整前当

期純利益
   814百万円増加

当期純利益    101百万円増加

なお、当該会計方針の変更が当下半期に行われた

のは、「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」が平成

18年９月８日に公表されたことによります。

表示方法の変更

前第１四半期連結会計期間

　　（自　平成18年３月１日     

　  至　平成18年５月31日） 

当第１四半期連結会計期間

　　（自　平成19年３月１日     

　  至　平成19年５月31日） 

（連結貸借対照表）　
　前第１四半期連結会計期間まで「有価証券」（当第１四半期連結会
計期間7,587百万円）、「出資金」（当第１四半期連結会計期間624百
万円）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、当第１四半期連結会計期間より、
「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（四半期連結貸借対照表関係※６）にて開示しておりま
す。
　この変更は、当社グループの投資銀行業務の実態を簡潔かつ明瞭に
表示するためのものであります。

─────
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末 
（平成18年５月31日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年５月31日現在）

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは

次のとおりであります

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは

次のとおりであります

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは

次のとおりであります

投資有価証券 27 百万円 投資有価証券 3,949 百万円  投資有価証券 3,894 百万円

※２ 担保に供している資産及び対応債務

（1）担保提供資産

※２ 担保提供資産及び対応債務

（1）担保提供資産

※２ 担保提供資産及び対応債務

（1）担保提供資産

定期預金 100 百万円

たな卸資産 6,768 百万円

営業投資有価証券 1,170 百万円

建物 378 百万円

土地 1,851 百万円

投資有価証券 349 百万円

合計 10,617 百万円

たな卸資産 21,567 百万円

営業投資有価証券 163 百万円

建物 431 百万円

土地 731 百万円

投資有価証券 728 百万円

合計 23,623 百万円

たな卸資産 15,272 百万円

営業投資有価証券 3,459 百万円

建物 637 百万円

土地 995 百万円

投資有価証券 721 百万円

合計 21,086 百万円

（2）対応債務 （2）対応債務 （2）対応債務

短期借入金 4,137 百万円

１年以内返済予定長期借

入金
3,178 百万円

長期借入金 9,074 百万円

ノンリコースローン 2,100 百万円

合計 18,491 百万円

短期借入金 14,165 百万円

１年以内返済予定長期借

入金
1,467 百万円

長期借入金 3,500 百万円

合計 19,133 百万円

 　（注）上記の他、１年以内償還予定社債400

百万円及び社債2,500百万円にかかる銀行

保証に対してたな卸資産1,092百万円及び

投資有価証券1,396百万円を差し入れてお

ります。

短期借入金 6,385 百万円

１年以内返済予定長期借

入金
3,206 百万円

長期借入金 3,953 百万円

合計 13,545 百万円

   （注）上記の他、１年以内償還予定社債400

百万円及び社債2,600百万円にかかる銀行

保証に対してたな卸資産1,037百万円及び

投資有価証券1,334百万円を差し入れてお

ります。

※３ ノンリコースローンの内容　
ノンリコースローンは、連結子会社が不
動産を担保するノンリコースローンとし
て金融機関から調達した借入金であり、
当該不動産及び当該不動産の収益だけを
返済原資として限定されるものでありま
す。
上記ノンリコースローンに対応する資産
の金額は次のとおりであります。

※３ ノンリコースローン及びノンリコース社
債
ノンリコースローン及びノンリコース社
債は、返済原資が保有不動産及び当該不
動産の収益等の責任財産に限定されてい
る借入金及び社債であります。
ノンリコースローン及びノンリコース社
債にかかる担保提供資産及び対応債務は
次のとおりであります。

※３ ノンリコースローン及びノンリコース社
債
ノンリコースローン及びノンリコース社
債は、返済原資が保有不動産及び当該不
動産の収益等の責任財産に限定されてい
る借入金及び社債であります。
ノンリコースローン及びノンリコース社
債にかかる担保提供資産及び対応債務は
次のとおりであります。

 

 たな卸資産 2,534 百万円

（1）担保提供資産

現金及び預金 4,270 百万円

たな卸資産 84,134 百万円

合計 88,405 百万円

（2）対応債務

短期ノンリコースローン 3,580百万円

１年以内返済予定

長期ノンリコースローン

12,649百万円

１年以内償還予定

ノンリコース社債

10,988百万円

長期ノンリコースローン 28,506百万円

ノンリコース社債 22,982百万円

合計 78,706百万円

（1）担保提供資産

現金及び預金 3,559 百万円

たな卸資産 81,406 百万円

合計 84,966 百万円

（2）対応債務

短期ノンリコースローン 5,920百万円

１年以内返済予定

長期ノンリコースローン

17,055百万円

１年以内償還予定

ノンリコース社債

5,507百万円

長期ノンリコースローン 22,802百万円

ノンリコース社債 22,686百万円

合計 73,970百万円

※４　営業投資有価証券、営業出資金及び営業

貸付金の内訳

（1）営業投資有価証券　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

株式 66 7,738 7,804

債券 ― 2,981 2,981

匿名組合

出資金等

（注）

7,521 16,422 23,943

合計 7,587 27,141 34,729

（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。

※４　営業投資有価証券、営業出資金及び営業

貸付金の内訳

（1）営業投資有価証券　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

株式 94 36,073 36,168

債券 ― 4,577 4,577

匿名組合

出資金等

（注）

6,218 1,343 7,562

合計 6,313 41,994 48,307

同左

※４　営業投資有価証券、営業出資金及び営業

貸付金の内訳

（1）営業投資有価証券　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

株式 98 34,676 34,775

債券 ― 4,586 4,586

匿名組合

出資金等

（注）

7,595 1,612 9,207

合計 7,694 40,875 48,569

同左
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前第１四半期連結会計期間末 
（平成18年５月31日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年５月31日現在）

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

（2）営業出資金　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

　合計 

（百万円）

匿名組合

出資金
148 ― 148

出資金 476 57 534

合計 624 57 682

（2）営業出資金　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

　合計 

（百万円）

匿名組合

出資金
190 ― 190

出資金 987 16 1,003

合計 1,177 16 1,193

（2）営業出資金　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

　合計 

（百万円）

匿名組合

出資金
167 ― 167

出資金 1,006 16 1,022

合計 1,173 16 1,189

（3）営業貸付金　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

貸付金 650 5,664 6,314

（3）営業貸付金　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

貸付金 900 7,995 8,895

（3）営業貸付金　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

貸付金 913 8,361 9,275

─────　 　５　当社連結子会社であるアセット・ファイ

ナンス株式会社においては、クレジット

カード業務に付随するキャッシング業務

等を行っております。当該業務における

当座貸越契約及び貸出コミットメントに

係る貸出未実行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額 

1,050 百万円

貸出実行残高 20 百万円

 差引額 1,030 百万円

　５　当社連結子会社であるアセット・ファイ

ナンス株式会社においては、クレジット

カード業務に付随するキャッシング業務

等を行っております。当該業務における

当座貸越契約及び貸出コミットメントに

係る貸出未実行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額 

750 百万円

貸出実行残高 11 百万円

 差引額 738 百万円

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 198 百万円

給与手当 487 百万円

租税公課 189 百万円

支払手数料 355 百万円

賃借料 196 百万円

連結調整勘定償却 22 百万円

役員報酬 120 百万円

役員賞与引当金繰入額 162 百万円

給与手当 545 百万円

租税公課 315 百万円

支払手数料 712 百万円

役員報酬 440 百万円

役員賞与引当金繰入額 318 百万円

給与手当 1,488 百万円

租税公課 813 百万円

支払手数料 1,912 百万円

※２　特別利益の主なもの  ※２　特別利益の主なもの ────

持分変動利益 404 百万円

   

固定資産売却益 343 百万円

子会社株式売却益 435 百万円

事業譲渡益 452 百万円
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（１株当たり情報）

前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

前連結会計年度

（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 88,700円74銭

１株当たり四半期純利益 13,733円40銭

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
12,884円78銭

１株当たり純資産額 102,131円80銭

１株当たり四半期純利益   6,147円02銭

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
 5,703円67銭

１株当たり純資産額  99,747円11銭

１株当たり当期純利益金額 17,834円93銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
16,554円17銭

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額

四半期（当期）純利益（百万円） 7,237 3,258 9,419

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
― ― ―

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（百万円）
7,237 3,258 9,419

期中平均株式数（株） 527,027 530,048 528,137

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額

四半期（当期）純利益調整額（百万円） ― ― ―

普通株式増加数（株） 34,710 41,201 40,861

（うち旧商法に基づき発行された新

株式引受権付社債の新株引受権にか

かる増加数）

(234) (50) (77)

（うち新株予約権） (34,476) (41,151) (40,784)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

平成17年５月25日

定時株主総会決議

新株予約権 530株

平成17年５月25日

定時株主総会決議

新株予約権 4,470株

平成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７月11日

取締役会決議

新株予約権 485株

平成18年７月11日

取締役会決議

新株予約権 1,300株

平成17年５月25日

定時株主総会決議

新株予約権 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７月11日

取締役会決議

新株予約権 485株

平成18年７月11日

取締役会決議

新株予約権 1,300株
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 (重要な後発事象)

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

　　　　　　　  ──── 　──── 香港上場企業「Carico Holdings Limited」株

式の追加取得及び公開買付けの実施について

(1)目的　

子会社の香港現地法人Asset Managers (Asia) 

Company Limitedのファンドにより発行済み株

式数の28.183％を所有するCarico Holdings 

Limitedの株式追加取得等を通して経営関与を

深め、同社における今後の経営体制の更なる

強化を図るため株式の一部を譲受する契約を

締結いたしました。

また、当該取引により特定株主となる当社グ

ループは香港証券取引所における「Rule 26 

of the Hong Kong Code on Takeovers and 

Mergers（企業買収　規則第26条）」（特定株

主の所有比率が30％以上となると、当該特定

株主には少数株主が保有する株式の買い取り

義務が発生）に従い、同社の普通株式及び新

株予約権の公開買付けを実施いたしました。

(2)追加取得及び公開買付けの対象会社の概要 

①名称　　　 　   Carico Holdings Limited

②事業内容　      ハイテク自動車関連部品

メーカー等の持ち株会社

③規模（2006年3月末時点） 

　資本金　　 　8,289千香港ドル

　総資産　　　 79,933千香港ドル

　連結子会社 　20社

(3)追加取得の概要 

①契約締結日　　   2007年３月６日

（香港現地時間）

②譲受価格　  　   普通株式１株当たり0.265

香港ドル（約3.9円） 

③譲受する株式数   164,000,000株（発行済み

株式総数の9.569%） 

④譲受に要する資金　  43.46百万香港ドル

 （約6.5億円）

⑤譲受元の名称　　  Star Metro 

Investments Limited 

⑥譲受後の持分比率　37.752％ 

(4)公開買付けの概要 

①公開買付け期間　　　2007年４月30日～

 2007年５月28日

②買付け対象株式数　　普通株式数　　　　　

1,066,854,961株 

③買付け対象新株予約権

新株予約権 　36,406,052個

　　　　　　　 新株予約権 　82,140,000個

④買付け価格     

  普通株式1株当たり0.265香港ドル

  新株予約権（行使価格0.11486香港ドル）  

36,406,052個

  新株予約権（行使価格0.242香港ドル）　  

82,140,000個 

⑤買付けに要する資金    

 290.1百万香港ドル（約43億円）

※買付け対の見積り額 

⑥調達額　　　　　　　　

 Asset Managers (Asia) の手許資金及び借入

金にて賄う予定であります。 

(5)公開買付けの結果

①買付け株式数

 普通株式45,323,210株

（発行済株式総数の2.644％）

②買付け新株予約権

 新株予約権800,000個 

③買付けに要した資金   

 12百万香港ドル（約1.8億円）    

④買付け後の持分比率   50.105％ 

※日本円には１香港ドル＝15円のレートで換算

しております。
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平成20年２月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）

 
平成19年７月11日

会社名　アセット・マネジャーズ株式会社　　　　　　　上場取引所　　　　大（ヘラクレス市場）
コード番号　２３３７　　　　　　　　　　　　　　　　本社所在都道府県　東京都

（ＵＲＬ　http://www.assetmanagers.co.jp）

代　　　表　　　者  役職名　代表執行役社長   氏名　青木　巌
問い合わせ先責任者  役職名　代表執行役ＣFＯ  氏名　冨山　武志 　　　　　　ＴＥＬ（０３）３５０２－４８００

１．四半期財務・業績の作成等に係る事項
会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無　：　無

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日）
(1）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　（百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益
四半期（当期）

純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成20年２月期第１四半期 4,722 (△62.0) 3,463 (△68.6) 3,298 (△69.7) 1,906 (△70.4)

平成19年２月期第１四半期 12,436 (373.4) 11,020 (396.1) 10,884 (425.9) 6,444 (427.9)

（参考）平成19年２月期 20,463 (71.3) 13,892 (99.2) 12,999 (99.6) 7,205 (89.5)

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成20年２月期第１四半期 3,597 05 3,337 61

平成19年２月期第１四半期 12,228 46 11,472 84

（参考）平成19年２月期 13,643 90 12,664 10

　（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、対前年同四半期比増減率
２．期中平均株式数　　　平成20年２月期第１四半期　530,288株　 平成19年２月期第１四半期　527,267株

　平成19年２月期　　        528,377株　
 　　　３．期中平均自己株式数　平成20年２月期第１四半期　　　240株　 平成19年２月期第１四半期　    240株

　平成19年２月期　              240株　

(2）財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （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20年２月期第１四半期 101,138 45,677 45.1 86,004 50

平成19年２月期第１四半期 85,861 44,223 51.5 83,892 59

（参考）平成19年２月期 94,737 44,785 47.2 84,376 58

 （注）１．期末発行済株式数　平成20年２月期第１四半期　530,341株　　平成19年２月期第１四半期 　527,386株
平成19年２月期　　        530,261株　

 　　　２．期末自己株式数　　平成20年２月期第１四半期　    240株　　平成19年２月期第１四半期     　240株
平成19年２月期　              240株　

３．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）

売上高 経常利益 当期純利益

１株当たり年間配当金

中間 期末 通期 

百万円 百万円 百万円 円　 円　 円　

中間期 7,000 4,500 2,600 1,200 ― ―
通期 15,500 10,000 5,800 ― 1,800 3,000

　（参考）　１株当たり予想当期純利益（通期）　10,941円31銭
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざ
まな要因によって予想数値と異なる場合があります。

［その他参考情報］
当社の四半期財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、
当第１四半期会計期間より百万円単位で記載することに変更しております。なお、比較を容易にするために、前事業年
度及び前第１四半期会計期間においても百万円単位に組替え表示しております。
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４．【四半期財務諸表】

①【四半期貸借対照表】

前第１四半期会計期間末

（平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末

（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年２月28日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 22,173 9,013 11,332

２．売掛金 275 359 152

３．たな卸資産 ※２ 6,136 8,134 8,029

４．営業投資有価証券 ※３ 22,425 12,141 13,183

５．営業出資金 ※３ 14,695 209 298

６. 営業貸付金 ※３ 4,473 6,875 6,853

７．前渡金 691 632 472

８．繰延税金資産 546 1,521 1,657

９. 短期貸付金 453 ― ―

10. 関係会社短期貸付金 200 9,133 2,181

11．その他の流動資産 500 462 326

流動資産合計 72,572 84.5 48,483 47.9 44,487 47.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 211 0.2 247 0.2 257 0.3

２．無形固定資産 39 0.1 46 0.1 43 0.1

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※２ 2,046 5,909 5,930

(2) 関係会社株式 1,398 6,363 5,906

(3) その他の関係会社

有価証券 
※３ 5,396 19,850 19,467

(4) 出資金 0 449 377

(5) 関係会社出資金 ※３ 153 14,893 13,376

(6) 関係会社長期貸付

金
3,772 4,082 4,091

(7) その他の投資その

他の資産
270 812 799

投資その他の資産合計 13,038 15.2 52,361 51.8 49,949 52.7

固定資産合計 13,289 15.5 52,655 52.1 50,249 53.0

資産合計 85,861 100.0 101,138 100.0 94,737 100.0
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前第１四半期会計期間末

（平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末

（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年２月28日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 45 2 ―

２．短期借入金 ※２ 9,832 21,058 8,696

３．１年以内返済予定長

期借入金
※２ 3,427 5,903 7,632

４．１年以内償還予定社

債
※２ ― 466 466

５．未払法人税等 5,045 1,204 5,568

６．その他の流動負債 1,262 3,902 3,887

流動負債合計 19,614 22.8 32,537 32.1 26,250 27.7

Ⅱ　固定負債

１. 社債 ※２ ― 4,634 4,734

２．新株予約権付社債 13,010 13,000 13,000

３．長期借入金 ※２ 8,970 5,142 5,785

４．繰延税金負債 11 85 75

５．その他の固定負債 31 60 106

固定負債合計 22,023 25.7 22,923 22.7 23,701 25.0

負債合計 41,637 48.5 55,461 54.8 49,952 52.7
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前第１四半期会計期間末

（平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末

（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年２月28日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 16,374 19.0 ― ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 16,220 ― ―

資本剰余金合計 16,220 18.9 ― ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金 ― ― ―

２．四半期（当期）未処

分利益
11,385 ― ―

利益剰余金合計 11,385 13.3 ― ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価

差額金
280 0.3 ― ― ― ―

Ⅴ　自己株式 △36 △0.0 ― ― ― ―

資本合計 44,223 51.5 ― ― ― ―

負債及び資本合計 85,861 100.0 ― ― ― ―

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１.資本金 ― ― 16,583 16.4 16,582 17.5

２.資本剰余金

(1) 資本準備金 ― 16,429 16,429

資本剰余金合計 ― ― 16,429 16.2 16,429 17.3

３.利益剰余金

(1) 利益準備金 ― ― ―

(2) その他利益剰余金

繰越利益剰余金 ― 12,465 11,512

利益剰余金合計 ― ― 12,465 12.3 11,512 12.2

４.自己株式 ― ― △36 △0.0 △36 △0.0

株主資本合計 ― ― 45,441 44.9 44,488 47.0

Ⅱ　評価・換算差額等

１.その他有価証券評価

差額金
― ― 447 0.4 477 0.5

２.繰延ヘッジ損益 ― ― △298 △0.2 △244 △0.3

評価・換算差額等

合計
― ― 149 0.2 233 0.3

Ⅲ　新株予約権 ― ― 86 0.1 63 0.1

純資産合計 ― ― 45,677 45.2 44,785 47.3

負債及び純資産合計 ― ― 101,138 100.0 94,737 100.0
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②【四半期損益計算書】

前第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 12,436 100.0 4,722 100.0 20,463 100.0

Ⅱ　売上原価 677 5.4 402 8.5 2,667 13.0

売上総利益 11,759 94.6 4,319 91.5 17,795 87.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３ 738 5.9 856 18.1 3,903 19.1

営業利益 11,020 88.6 3,463 73.4 13,892 67.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 114 0.9 146 3.1 353 1.7

Ⅴ　営業外費用 ※２ 251 2.0 312 6.6 1,246 6.1

経常利益 10,884 87.5 3,298 69.9 12,999 63.5

Ⅵ　特別損失 ― ― ― ― 208 1.0

税引前四半期（当
期）純利益

10,884 87.5 3,298 69.9 12,790 62.5

法人税、住民税及び
事業税

4,971 1,194 7,110

法人税等調整額 △531 4,439 35.7 196 1,391 29.5 △1,525 5,584 27.3

四半期（当期）純利
益

6,444 51.8 1,906 40.4 7,205 35.2

前期繰越利益 4,940 ― ―

中間配当額 ― ― ―

四半期（当期）未処
分利益

11,385 ― ―
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③【四半期株主資本等変動計算書】

当第１四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

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19年２月28日残高

（百万円）
16,582 16,429 16,429 － 11,512 11,512 △36 44,488

四半期会計期間中の変動額

新株の発行 0 0 0     0

剰余金の配当     △954 △954  △954

四半期純利益     1,906 1,906  1,906

株主資本以外の項目の四

半期会計期間中の変動額

（純額）

       －

四半期会計期間中の変動額

合計

（百万円）

0 0 0 － 952 952 － 953

平成19年５月31日残高

（百万円）
16,583 16,429 16,429 － 12,465 12,465 △36 45,441

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19年２月28日残高

（百万円）
477 △244 233 63 44,785

四半期会計期間中の変動額

新株の発行     0

剰余金の配当     △954

四半期純利益     1,906

株主資本以外の項目の四

半期会計期間中の変動額

（純額）

△29 △53 △83 22 △60

四半期会計期間中の変動額

合計

（百万円）

△29 △53 △83 22 892

平成19年５月31日残高

（百万円）
447 △298 149 86 45,677
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

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

（百万円）
16,364 16,210 16,210 0 5,583 5,583 △36 38,122

事業年度中の変動額

新株の発行 218 218 218     436

剰余金の配当 （注）     △1,107 △1,107  △1,107

役員賞与     △169 △169  △169

特別償却準備金の取崩    △0 0 －  －

当期純利益     7,205 7,205  7,205

自己株式の消却     △0 △0  △0

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

（百万円）
218 218 218 △0 5,928 5,928 － 6,365

平成19年２月28日残高

（百万円）
16,582 16,429 16,429 － 11,512 11,512 △36 44,488

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

（百万円）
747 － 747 － 38,870

事業年度中の変動額

新株の発行     436

剰余金の配当 （注）     △1,107

役員賞与     △169

特別償却準備金の取崩     －

当期純利益     7,205

自己株式の消却     △0

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額）
△269 △244 △514 63 △450

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△269 △244 △514 63 5,915

平成19年２月28日残高

（百万円）
477 △244 233 63 44,785

 （注）利益処分による利益配当が474百万円含まれております。
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．資産の評価基準及び評価
方法

(1）有価証券
子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券
子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券
子会社株式及び関連会社株式

同左
その他有価証券
時価のあるもの

四半期決算日の市場価格等に基づ
く時価法（評価差額は全部資本直
入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

その他有価証券
時価のあるもの

四半期決算日の市場価格等に基づ
く時価法（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

その他有価証券
時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法
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

匿名組合出資金については「７．
その他第１四半期財務諸表（財務
諸表）作成のための基本となる重
要な事項(4）匿名組合出資金の会
計処理」に記載しております。

時価のないもの
移動平均法による原価法

投資事業組合等への出資金につい
ては「７．その他第１四半期財務
諸表（財務諸表）作成のための基
本となる重要な事項(4）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
時価法

(2）デリバティブ
同左

(2）デリバティブ
同左

(3）たな卸資産
販売用不動産

個別法による原価法
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。

(3）たな卸資産
販売用不動産

同左

(3）たな卸資産
販売用不動産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産
定率法
ただし、建物（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とお
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  

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

 無形固定資産
同左

３．繰延資産の処理方法 新株発行費
支出時に全額費用処理しておりま
す。

株式交付費
支出時に全額費用処理しておりま
す。

株式交付費
同左

社債発行費
支出時に全額費用処理しておりま
す。

社債発行費
同左

社債発行費
同左

４．引当金の計上基準 ―――― 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出
に充てるため、支給見込額に基づ
き当第１四半期会計期間負担額を
計上しております。

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。

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法  (1）ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっ
ております。ただし、特例処理の
要件を満たす為替予約、金利ス
ワップ及び金利キャップについて
は、特例処理を採用しておりま
す 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・為替予約取引、外

貨建借入金、金利
スワップ取引、金
利キャップ取引

ヘッジ対象・・外貨建金銭債権債
務、営業投資有価
証券、借入金、そ
の他の関係会社有
価証券 

 (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・・同左 
 
 
 
ヘッジ対象・・同左 

 
 
 

 (1）ヘッジ会計の方法
同左
 
 
 

 
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・同左 
 

  
ヘッジ対象・・同左 
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(3）ヘッジ方針 

当社の内部規定に基づき、営業活

動及び財務活動における為替変動

リスク及び金利変動リスクをヘッ

ジしております。

(4）ヘッジ有効性の評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象

とヘッジ手段の相場変動の累計を

比較し、両者の変動額等を基礎に

して判断しております。

(3）ヘッジ方針 

当社の内部規定に基づき、営業活

動、投資活動及び財務活動におけ

る為替変動リスク及び金利変動リ

スクをヘッジしております。 

(4）ヘッジ有効性の評価の方法 

 同左

 

 

 

 

(3）ヘッジ方針 

同左

 

 

 

(4）ヘッジ有効性の評価の方法 

 同左

 

 

 

 

７．その他第１四半期財務諸表

（財務諸表）作成のための

基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

なお、控除対象外消費税等は原則

当第１四半期会計期間の費用とし

て処理しておりますが、資産に係

る控除対象外消費税等のうち一定

のものは５年間の均等償却をして

おります。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

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。

(2）自社ファンドへ譲渡した不動産

についての会計処理

販売用不動産のうち、自社ファン

ドへ譲渡した不動産については、

売却損益を純額で売上高に計上し

ております。

(2）自社ファンドへ譲渡した不動産

についての会計処理

同左

 

 

 

(2）自社ファンドへ譲渡した不動産

についての会計処理

同左

 

 

 

(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

(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

分相当額を売上高または営業外損

益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。

(4)投資事業組合等の会計処理

同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

――――― （投資事業組合等への出資の会計処理）
当第１四半期会計期間より、「投資事業組合に
対する支配力基準及び影響力基準の適用に関す
る実務上の取扱い」（実務対応報告第20号 平
成18年９月８日）を適用しております。
これにより、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14,663百万円を、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14,701百万円を、
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449百万円を、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。

（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317百万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５月31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18年５月31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63百
万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
百万円であります。

（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18年８月11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18年８月11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14,280百万円を、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13,183百万円を、
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377百万円を、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。

表示方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日 
   至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日 
   至　平成19年５月31日）

（貸借対照表）

 前第１四半期会計期間まで「有価証券」（当第１四半期会計期間
8,679百万円）、「出資金」（当第１四半期会計期間14,662百万円）
に含まれ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第１四半期会計期間より「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
（四半期貸借対照表関係※３）にて開示しております。
　この変更は当社の投資銀行業務の実態を簡潔かつ明瞭に表示するた
めのものであります。

───────
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末

（平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末

（平成19年５月31日）

前事業年度

（平成19年２月28日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 63 百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 110 百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 98 百万円

─────── ※２ 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。

販売用不動産 4,327百万円

投資有価証券 728百万円

計 5,056百万円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,800百万円

１年以内返済予定長期借入金 520百万円

長期借入金 1,150百万円

計 3,470百万円

 上記の他、社債5,100百万円に係る銀行保証に

対して投資有価証券1,396百万円、たな卸資産

1,092百万円を差し入れております。

※２ 担保提供資産及び対応債務

担保に供している資産は次のとおりでありま

す。

販売用不動産 6,851百万円

投資有価証券 721百万円

計 7,572百万円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,800百万円

１年以内返済予定長期借入金 2,200百万円

長期借入金 1,280百万円

計 5,280百万円

 上記の他、社債5,200百万円に係る銀行保証に

対して投資有価証券1,334百万円、たな卸資産

1,037百万円を差し入れております。

※３ 営業投資有価証券、営業出資金及び営業貸

付金の内訳

 

（1）営業投資有価証券　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

株式 66 2,788 2,854

債券 ― 2,450 2,450

匿名組合

出資金等

(注）

 

8,613 8,507 17,121

合計 8,679 13,745 22,425

（注）匿名組合出資金等の出資金は証券取引法

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。

 ※３ 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、関係会社出資金及

び営業貸付金

（1）営業投資有価証券　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

株式 99 2,267 2,367

債券 ― 2,510 2,510

匿名組合

出資金等

(注1,2）

6,010 1,253 7,264

合計 6,110 6,031 12,141

（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

14,663百万円は、従来「営業投資有価証券」

として表示しておりましたが、当第１四半期

会計期間においては「その他の関係会社有価

証券」に含めて表示しております。

 ※３ 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、関係会社出資金及

び営業貸付金

（1）営業投資有価証券　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

株式 98 1,950 2,049

債券 ― 2,510 2,510

匿名組合

出資金等

(注1,2）

7,372 1,251 8,624

合計 7,471 5,711 13,183

（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14,280百万円

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　　　　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計 

（百万円）

匿名組出

資金
14,160 ― 14,160

出資金 502 33 535

合計 14,662 33 14,695

（2）営業出資金　　　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円） 

匿名組合

出資金

(注）

180 ― 180

出資金 29 ― 29

合計 209 ― 209

（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14,701

百万円は、従来「営業出資金」として表示し

ておりましたが当第１四半期会計期間におい

ては「関係会社出資金」に含めて表示してお

ります。

（2）営業出資金　　　　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計 

（百万円）

匿名組合

出資金

(注）

167 ― 167

出資金 128 3 131

合計 295 3 298

（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13,183百万円

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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前第１四半期会計期間末

（平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末

（平成19年５月31日）

前事業年度

（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　　　　  　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

その他の

関係会社

有価証券

（注）

7,728 12,121 19,850

関係会社

出資金

（注）

14,701 192 14,893

(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第１四半期会

計期間においては「営業投資有価証券」

14,663百万円については「その他の関係会社

有価証券」に、「営業出資金」14,701百万円

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）その他の関係会社有価証券及び関係会社

出資金　　   　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

その他の

関係会社

有価証券

（注）

7,433 12,033 19,467

関係会社

出資金

（注） 

13,183 192 13,376

（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」14,280百万円につい

ては「その他の関係会社有価証券」に、「営

業出資金」13,183百万円については、「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　　　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

貸付金 562 3,911 4,473

（4）営業貸付金　　　　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

貸付金 900 5,975 6,875

（4）営業貸付金　　　　　　　

 

不動産ファ

ンド事業

（百万円）

Ｍ＆Ａ事業

（百万円）

合計

（百万円）

貸付金 913 5,940 6,853

───────
４ 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。 

Asset Managers(Asia)

Company Limited

1,600百万円 

株式会社エール 1,220百万円 

有限会社ブレイジング・

スカイ

2,400百万円 

　計 5,220百万円 

４ 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。 

Asset Managers(Asia)

Company Limited

1,600百万円 

株式会社エール 1,220百万円 

有限会社ブレイジング・

スカイ

2,400百万円 

　計 5,220百万円 

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 40 百万円

金利スワップ評価益 70 百万円

受取利息 61 百万円 

受取配当金 23 百万円 

デリバティブ利益 61 百万円 

受取利息 206 百万円 

受取配当金 91 百万円 

デリバティブ利益 44 百万円 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 147 百万円

新株発行費 12 百万円

社債発行費 16 百万円

為替差損 65 百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 162 百万円

社債利息 17 百万円

為替差損 89 百万円

デリバティブ損失 13 百万円 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 599 百万円

社債利息 16 百万円

株式交付費 17 百万円 

社債発行費 42 百万円 

為替差損 231 百万円

デリバティブ損失 132 百万円 

匿名組合投資損失 203 百万円 

※３ 減価償却実施額 

有形固定資産 6 百万円

無形固定資産 1 百万円

※３ 減価償却実施額 

有形固定資産 12 百万円

無形固定資産 2 百万円

※３ 減価償却実施額 

有形固定資産 51 百万円

無形固定資産 8 百万円
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（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

前事業年度

（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 83,892円59銭

１株当たり四半期純利益 12,228円46銭

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
11,472円84銭

１株当たり純資産額 86,004円50銭

１株当たり四半期純利益 3,597円05銭

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
3,337円61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

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

前第１四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

前事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額

四半期（当期）純利益（百万円） 6,444 1,906 7,205

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（百万円）
6,444 1,906 7,205

期中平均株式数（株） 527,027 530,048 528,137

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額

四半期（当期）純利益調整額

（百万円）
－ － －

普通株式増加数（株） 34,710 41,201 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）

(234) (50) (77)

（うち、新株予約権付社債の新株予

約権にかかる増加数）
(34,476) (41,151) (40,784)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

平成17年５月25日

定時株主総会決議

新株予約権 530株

平成17年５月25日

定時株主総会決議

新株予約権 4,470株

平成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７月11日

取締役会決議

新株予約権 485株

平成18年７月11日

取締役会決議

新株予約権 1,300株

平成17年５月25日

定時株主総会決議

新株予約権 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７月11日

取締役会決議

新株予約権 485株

平成18年７月11日

取締役会決議

新株予約権 1,300株

（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

前事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

───── ───── ─────
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