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上 場 会 社 名        エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社   上場取引所   ＪＱ 

コ ー ド 番 号         ８４５８                                       ＵＲＬ       http://www.nifsmbc.co.jp           

代 表 者 （役職名）代 表 取 締 役 社 長 （氏名） 有明 一夫 

問合せ先責任者 （役職名）執 行 役 員 （氏名）日尾 民明 ＴＥＬ（03）6910－2600(代) 

  
（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 

 

(1) 連結経営成績                            （％表示は対前年第１四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
第１四半期 

（当期）純利益 

百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年３月期第１四半期 5,091  (37.9) △1,710 (  －  ) △1,566 (  －  ) 244 (△61.7)

19 年３月期第１四半期 3,692 (△23.1) 391 (△60.8) 430 (△57.9) 636 (△37.1)

19 年３月期 30,726   － 4,161    － 4,332      －  4,777      － 

 
 

 
(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

20 年３月期第１四半期 139,754 97,967         29.3 95,454  58 

19 年３月期第１四半期  75,401 36,680         48.6 85,370  77 

19 年３月期 138,556 97,699         30.2 97,413  80 

（注）「１株当たり純資産」の 19 年３月期及び 20 年３月期第 1四半期の数値は、下記の計算式により算出しております。 

    １株当たり純資産＝（純資産合計－新株予約権－少数株主持分等）/期末発行済株式数（連結） 

 

２．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） 

 

当社及び連結子会社（投資事業組合等を含む）の売上高は、投資先企業の株式上場による株式等の売却、ファ

ンドを運営管理することにより得られる管理報酬及びファンドの会計期間中に実現したキャピタルゲインに応

じて得られる成功報酬などで構成されております。このうち、株式等の売却により得られる収入が、その売上高

の大半を占めており、その結果、株式等の売却時の株式市況及び新規株式上場の状況などの影響を大きく受ける

こととなり、合理的な業績予想が困難でありますので、記載しておりません。

 

 
１株当たり第１四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１ 株 当 た り 第 １ 四 半 期 
（当期）純利益 

円    銭 円    銭

20 年３月期第１四半期 568  87 568  33 

19 年３月期第１四半期 1,482  69 1,480  19 

19 年３月期  11,128  89 11,116  17 



エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ㈱（8458） 
平成 20 年３月期第１四半期財務・業績の概況 

                             

 2

３．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・無 

［ 除外 １組合（社名 ﾃｲｸｵﾌｼﾞｬﾊﾟﾝ 1 号投資事業有限責任組合） ］ 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有・無 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有・無 

 

［（注）詳細は、５ページ「定性的情報・財務諸表等 ３.その他」をご覧ください。］ 
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定 性 的 情 報 ・ 財 務 諸 表 等 
 

前中間連結会計期間より、「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」（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、当社グ

ループ（注１）で運営している投資事業組合等の一部を新規に連結の範囲に加え、外部出資者の持分を

含む投資事業組合等の資産・負債及び収益・費用を連結財務諸表に計上しております（以下「組合連

結方式」という。）。 

なお、前第１四半期連結会計期間の連結財務諸表については、当該投資事業組合等の資産・負債及

び収益・費用を、当社グループの出資持分に応じて計上しております。 

 当社グループの経営成績及び財政状態の実態をより的確に表すため、投資事業組合等の資産･負債

及び収益・費用に関して、外部出資者の持分を含まない、当社グループの出資持分に応じて計上した

（以下「組合持分方式」という。）連結決算情報を参考情報として、31 ページから 42 ページまでに記

載しております。 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 

当第１四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）の業績の概況 

当第１四半期連結会計期間の売上高は5,091百万円（前年同期3,692百万円）、経常損失は1,566

百万円（前年同期は経常利益 430 百万円）となり、第１四半期純利益は 244 百万円（前年同期 636

百万円）となりました。 

 

投資事業部門の営業活動は、次のとおりです。 

 

（投資活動の状況） 

当第１四半期連結会計期間における当社グループの総投資実行額（プロパー投資と組合投資（注

２）の合計額）は、全てベンチャー投資（以下「ＶＣ投資」という。）であり、32社の2,377百万

円（前年同期40社の3,833百万円）となりました。 

地域別で見ますと、国内投資は31社の2,369百万円（前年同期36社の3,403百万円）、海外投資は

１社の8百万円（前年同期４社の430百万円）となりました。 

バイアウト投資等におきましては、案件の精査・検討を進めておりますが、当第１四半期連結

会計期間では具体的な投資実行には至っておりません。 

投資実行額及び投資残高の詳細については、８ページの「営業の状況」に記載のとおりです。 

 

（新規上場の状況） 

当第１四半期連結会計期間における当社グループの投資先新規上場企業数は、国内で10社（前

年同期12社）、海外で１社（前年同期１社）、国内外合計で11社（前年同期13社）となりました。 

 

（ファンドの運営管理業務） 

当第１四半期連結会計期間においては、新規に設立したファンド及び追加出資によりコミット

メント総額が増加したファンドはございません。 
 

 

（注）1．当社及び投資事業組合等を除く連結子会社 

2．プロパー投資とは、当社グループの自己資金を原資とした投資であり、組合投資とは、当社グループが運

営するファンド（投資事業有限責任組合契約に関する法律上の組合、民法上の任意組合、商法上の匿名組

合等）の組合出資金を原資とした投資であります。 
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（営業投資関連損益の状況） 

営業投資有価証券売却額から営業投資有価証券売却原価を控除した営業投資有価証券売却損益

は 2,026 百万円（前年同期 1,362 百万円）となりました。また投資先会社の直近の業績等を考慮

して、投資損失引当金繰入額 3,065 百万円（前年同期 483 百万円）及び営業投資有価証券評価損

11 百万円（前年同期 30 百万円）を計上したことにより、営業投資関連損益は 869 百万円の損失

（前年同期 959 百万円の利益）となりました。 

 

営業投資関連損益 （単位：百万円） 

 当第１四半期連結会計期間

(
自  平成19年４月１日

至  平成19年６月30日)
前第１四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日)
前連結会計年度 

(自  平成18年４月１日

至  平成19年３月31日)

営業投資有価証券売上高 4,532 2,893 27,913

営業投資有価証券売却額① 4,351 2,782 27,520

営業投資有価証券利息配当金 180 110 393

営業投資有価証券売上原価 2,336 1,450 14,908

営業投資有価証券売却原価② 2,324 1,419 14,117

営業投資有価証券評価損 11 30 791

投資損失引当金繰入額 3,065 483 5,150

営業投資関連損益 △869 959 7,854

 

営業投資有価証券売却損益(①－②) 2,026 1,362 13,402

 



エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ㈱（8458） 
平成 20 年３月期第１四半期財務・業績の概況 

                             

 5

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

（営業投資有価証券残高の状況） 

当第１四半期連結会計期間末における連結会社の営業投資有価証券残高は、111,780百万円

（前年度末112,425百万円）となりました。 

なお、連結会社の時価のある営業投資有価証券の取得原価と時価の差額は、時価が取得原価

を超えるものが5,624百万円（前年度末6,384百万円）、時価が取得原価を超えないものが146百

万円（前年度末61百万円）であり、純額で5,477百万円（前年度末6,323百万円）であります。 

 

（投資損失引当金の状況） 

当社グループが行う投資事業の対象企業は、設立間もないことから事業基盤が安定していな

いことが多く、投資先会社の業績の悪化等により、当社グループにおいて損失が発生する恐れ

があります。そのような損失に備えるため、投資先会社の直近の実情を考慮し、必要に応じて

随時損失見積額を計上しております。当第１四半期連結会計期間におきましては、3,065百万円

（前年同期483百万円）の引当を繰入れましたが、売却等により370百万円（前年同期315百万円）

の取崩等がありましたので、投資損失引当金残高は14,335百万円（前年度末11,640百万円）と

なりました。その結果、当第１四半期連結会計期間末における未上場営業投資有価証券残高

99,707百万円（決算期が未到来のファンドへの出資金等を除く）に対する引当率は､14.4％（前

年度末11.7％）となりました。 

 

３．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） 

投資事業を目的としたテイクオフジャパン１号投資事業有限責任組合は、当該事業目的が

完了し、解散しましたので、連結の範囲から除外いたしました。 

 （ご参考）平成19年５月18日付当社リリース「連結子会社（特定子会社）の解散に関するお

知らせ」 



エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ㈱（8458） 
平成 20 年３月期第１四半期財務・業績の概況 

                             

 6

企 業 集 団 の 状 況 

 
当社を中心とする企業集団の事業内容 

 

当社を中心とする企業集団は、当社、子会社 39 社（28 組合を含む）及び関連会社１社で構成

されており、プライベート・エクイティ投資事業を行っております。 

 

（投資業務） 

当社を中心とする企業集団が行う投資業務は、その投資対象・手法に応じて、ＶＣ投資とバイア

ウト投資に分類されます。 

ＶＣ投資は、デジタルテクノロジーやライフサイエンスなどに代表される先端技術を有する企業

やコンテンツ、サービスなどの分野で独自または新しいビジネスモデルを持つ有望企業を対象に、

資金面のみならず、経営全般にわたりサポートを行うハンズオン型の投資を基本としております。 

一方、バイアウト投資は、大企業の子会社や事業部門のスピンオフ・スピンアウト、非上場化を

志向する上場企業、事業承継問題を抱えている企業など、優良な経営資源を有する中堅企業を対象

に、ＭＢＯ（マネジメントバイアウト）の手法等により、経営陣の方々のパートナーとして積極的

に経営に関与し、事業再構築を支援しております。 

 なお、これらの投資には、プロパー投資及び組合投資があります。 
 
（ファンドの運営管理業務） 

ＶＣ投資及びバイアウト投資ともに、国内外の投資家の皆様からご出資いただいた資金で組成し

たファンドから投資を行っております。これらのファンドを運営管理することによる管理報酬や成

功報酬、さらに事務（経理事務や有価証券の現物管理など）を代行することにより、事務代行手数

料を得ております。 
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当社を中心とする企業集団の事業の系統図は、次のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

（注）1．国内子会社のＮＩＦキャピタルマネジメント株式会社は、平成 19 年４月１日に当社と合併いたしま

した。 

   2. 上記のほかに、当社関連会社には、未上場企業等の株価算定等を行うバリュエーション＆リサーチ

株式会社があります。なお、ファンドの運営管理会社である Meitung Ltd.は、売却により関連会社

から除外しております。 

 

（海外子会社等） 

NIF SMBC Ventures Asia Limited 

Shanghai Representative Office 

NIF SMBC Ventures USA, Inc. 
 [投資対象企業の発掘及び調査] 

 

（国内子会社） 

エヌ･アイ･エフＳＭＢＣ事務サービス㈱

［ファンドの事務代行］ 

 

ＮＩＦコーポレート・マネジメント㈱ 

ＮＳキャピタル㈱ 

ＮＩＦコーポレート・インベストメンツ㈱

［バイアウト投資対象企業の発掘] 

 [ファンドの運営管理等]  
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営 業 の 状 況 

投資状況、投資先の新規上場状況及びファンド状況 

 

(1)－①  総投資実行額 
(単位：百万円) 

当第１四半期連結会計期間 

 (
自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日
 ) 

前第１四半期連結会計期間 

 (
自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(
自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日
 ) 

 

社数 金額 社数 金額 社数 金額 

エクイティ 32 2,377 40 3,833 198 23,915

社債等 - - - - 1 0
Ｖ
Ｃ
投
資    小計 32 2,377 40 3,833 198 23,915

エクイティ - - - - 6 13,171

社債等 - - - - - -

バ
イ
ア
ウ
ト
投
資
等 

   小計 - - - - 6 13,171

合  計 32 2,377 40 3,833 204 37,086

 

 

【参考情報】 

VCファンド等 
への出資 

5 225 9 515 21 3,006

総投資実行額＋ 
VCﾌｧﾝﾄﾞ等への出資 

37 2,603 49 4,349 225 40,093

 
(注) １．「総投資実行額」は、プロパー投資及び組合投資の合計であります。 

２．同一投資先企業にエクイティと社債等それぞれで投資している場合、上表の社数は１社として集計しているため、「エク

イティ」欄の社数と「社債等」欄の社数との合計は一致しておりません。 

３．「VCファンド等への出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する、未上場株式等を対象とする投資ファンドに対する

出資であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。 
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(1)－②  ＶＣ投資の業種別実行額 

(単位：百万円) 

当第１四半期連結会計期間 

 (
自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日
 ) 

前第１四半期連結会計期間 

 (
自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(
自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日
 ) 

 

社数 金額 社数 金額 社数 金額 

Ｉ Ｔ 関 連 14 1,478 19 1,884 85 7,747

ライフサイエンス 

関 連 4 151 7 853 31 4,044

金 融 1 28 1 60 3 155

サ ー ビ ス 6 450 4 249 30 4,807

流 通 ・ 外 食 1 44 1 100 10 1,317

そ の 他 6 225 8 685 39 5,842

合   計 32 2,377 40 3,833 198 23,915

 
 
 

 

(1)－③  ＶＣ投資の地域別実行額 

(単位：百万円) 

当第１四半期連結会計期間 

 (
自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日
 ) 

前第１四半期連結会計期間 

 (
自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(
自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日
 ) 

 

社数 金額 社数 金額 社数 金額 

日 本 31 2,369 36 3,403 187 20,899

米 国 - - 1 175 1 175

ア ジ ア - - 1 106 6 1,228

欧 州 そ の 他 1 8 2 148 4 1,612

合   計 32 2,377 40 3,833 198 23,915
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(2)－①  総投資残高 
(単位：百万円) 

当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

前第１四半期連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 
 

社数 金額 社数 金額 社数 金額 

エクイティ 1,075 101,938 1,043 100,240 1,083 102,099

 上場 27 3,441 33 3,625 27 3,139

 未上場 1,048 98,496 1,010 96,615 1,056 98,959

社債等 36 2,811 48 3,955 36 2,812

Ｖ
Ｃ
投
資 

   小計 1,092 104,749 1,071 104,196 1,100 104,912

エクイティ 17 25,074 11 14,383 17 24,996

 上場 2 2,139 1 645 2 2,062

 未上場 15 22,934 10 13,738 15 22,934

社債等 - - - - - -

バ
イ
ア
ウ
ト
投
資
等 

   小計 17 25,074 11 14,383 17 24,996

合  計 1,109 129,823 1,082 118,579 1,117 129,908

 

 

【参考情報】 

VCファンド等 
への出資残高 

66 8,651 68 7,656 66 8,316

総投資残高＋ 

VCﾌｧﾝﾄﾞ等への 

出資残高 
1,175 138,475 1,150 126,236 1,183 138,224

 

 (注) １．「総投資残高」は、プロパー投資残高及び組合投資残高の合計であります。 

２. ｢金額｣は取得原価で表示しております。 

３．同一投資先企業にエクイティと社債等それぞれで投資している場合、上表の社数は１社として集計しているため、「エ

クイティ」欄の社数と「社債等」欄の社数との合計は一致しておりません。 

４．「VCファンド等への出資残高」は、当社グループ以外の第三者の運営する、未上場株式等を対象とする投資ファンドに

対する出資であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。 
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(2)－②  ＶＣ投資（エクイティ：未上場）の業種別残高 

(単位：百万円) 

当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

前第１四半期連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 
 

社数 金額 社数 金額 社数 金額 

Ｉ Ｔ 関 連 384 37,884 363 40,184 384 37,445

ライフサイエンス 

関 連 140 20,207 138 19,023 145 21,019

金 融 31 5,304 35 5,874 32 5,295

サ ー ビ ス 99 7,862 85 7,280 97 7,618

流 通 ・ 外 食 120 7,338 122 6,528 121 7,528

そ の 他 274 19,898 267 17,724 277 20,052

合   計 1,048 98,496 1,010 96,615 1,056 98,959

(注)  ｢金額｣は取得原価で表示しております。 

 

 

 

 

(2)－③  ＶＣ投資（エクイティ：未上場）の地域別残高 

(単位：百万円) 

当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

前第１四半期連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 
 

社数 金額 社数 金額 社数 金額 

日 本 971 83,615 920 77,296 975 83,078

米 国 19 3,146 29 8,047 22 3,758

ア ジ ア 35 6,979 32 6,536 35 6,979

欧 州 そ の 他 23 4,755 29 4,735 24 5,144

合   計 1,048 98,496 1,010 96,615 1,056 98,959

(注)  ｢金額｣は取得原価で表示しております。 
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(3) 投資先企業新規株式上場等の状況 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 

 会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 
本社  

所在地 

 ㈱エイチアイ 平成 19 年４月 12 日 ジャスダック

コンピュータソフトウェア

の企画・開発・販売・サポ

ートおよび３Ｄコンテンツ

の企画・制作 

東京都 

 ㈱ケアネット 平成 19 年４月 20 日 東証マザーズ
製薬企業向け医薬営業支援

サービス及び医師向け医療

コンテンツ等の提供 

東京都 

 ㈱データ・アプリケーション 平成 19 年４月 25 日 ジャスダック

データ交換向けのソフトウ

ェア製品の開発、販売並び

にソフトウェア製品の導入

や運用を支援するサービス

の提供 

東京都 

 日本テクノ・ラボ㈱ 平成 19 年５月 22 日 アンビシャス
各種事業におけるソフトウ

ェアの開発、販売及びシス

テムインテグレーション等

東京都 

 幼児活動研究会㈱ 平成 19 年５月 28 日 ヘラクレス 
幼児・小学生への体育指導

及び幼稚園・保育園への経

営コンサルティング等 

東京都 

 ㈱タケエイ 平成 19 年５月 30 日 東証マザーズ

建設廃棄物等の再資源化を

中心とした環境ソリューシ

ョン事業 

神奈川県

 ㈱トラストワークス 平成 19 年６月６日 ジャスダック
主に製造業に対する請負・

派遣業務を中心とした人材

サービス関連事業 

神奈川県

 ㈱タカギセイコー 平成 19 年６月８日 ジャスダック
プラスチック製品及びその

製作に使用する金型の製

造、販売等 

富山県 

 インフォテリア㈱ 平成 19 年６月 22 日 東証マザーズ

「ＸＭＬ」をベースとし、

データ連携を実現するミド

ルウェアである「ＡＳＴＥ

ＲＩＡ」等の開発、販売、

保守等 

東京都 

国内10社 

 ㈱エヌ・ピー・シー 平成 19 年６月 29 日 東証マザーズ
太陽電池製造装置及び真空

包装機の開発・製造・販売
東京都 

海外 1社 

 Orexigen Therapeutics, Inc. 平成 19 年４月 26 日 ナスダック 
既存医薬品のコンビネーシ

ョンによる抗肥満薬の開発
米国 

(注)  上記のほか、株式交換・合併により以下の投資先２社（国内１社、海外１社）が上場会社に買収されました。 

 アロシステム㈱、Oxxon Therapeutics Holding Inc. 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

 会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 
本社  

所在地

 ㈱ジェイテック 平成 18 年４月４日 ヘラクレス 
主に技術者派遣に特化したテ

クニカルアウトソーシング事

業及び一般派遣事業 

東京都

 ㈱ラクーン 平成 18 年４月６日 東証マザーズ
ｅマーケットプレイスの運営

を通じての商品の仕入・販売
東京都

 クオール㈱ 平成 18 年４月 21 日 ヘラクレス 
調剤薬局事業及び医薬品治験

関連事業 
東京都

 ㈱システムディ 平成 18 年４月 27 日 ヘラクレス 
大学・フィットネスクラブ等、

業種に特化した業務支援パッ

ケージソフトの開発・販売 

京都府

 ㈱翻訳センター 平成 18 年４月 28 日 ヘラクレス 
翻訳及び顧客先への通訳の派

遣等 
大阪府

 平河ヒューテック㈱ 平成 18 年５月２日 東証２部 電線、放送機器及び医療チュ

ーブ等の製造・販売 
東京都

 ㈱ティア 平成 18 年６月２日
名証セント

レックス 
葬儀会館の運営等 愛知県

 夢の街創造委員会㈱ 平成 18 年６月５日 ヘラクレス
デリバリー総合サイト「出前

館」の運営、デリバリーチャ

ネルを利用した広告代理業等

大阪府

 特殊電極㈱ 平成 18 年６月 14 日 ジャスダック
溶接工事の施工、溶接材料、

特殊溶接を施した鋼板等の製

造・販売等 

兵庫県

 ㈱アテクト 平成 18 年６月 20 日 ジャスダック
半導体保護資材事業及び衛生

検査器材事業 
大阪府

 ㈱リビングコーポレーション 平成 18 年６月 20 日 東証マザーズ
一棟販売用賃貸デザインマン

ションの開発及び企画設計の

受託等 

東京都

 アミタ㈱ 平成 18 年６月 23 日 ヘラクレス 環境ソリューション事業 東京都

 ㈱ライフステージ 平成 18 年７月５日 ヘラクレス

分譲マンションの企画・開

発・販売、不動産流動化・再

生事業及び住宅設備備品販売

事業 

大阪府

 ㈱パワーアップ 平成 18 年７月 13 日 ヘラクレス
イタリア家庭料理店「元祖に

んにくや パワーアップグル

ープ」等の店舗運営 

愛媛県

 ㈱ビットアイル 平成 18 年７月 19 日 ヘラクレス
インターネットデータセンタ

ーの運営を中心とする、総合

ＩＴアウトソーシング事業 

東京都

 バリューコマース㈱ 平成 18 年７月 31 日 東証マザーズ

インターネットを利用した成

功報酬型の広告配信・管理サ

ービス、検索エンジン 適化

サービス等 

東京都

 ㈱オービス 平成 18 年９月５日 ジャスダック

梱包用材（ニュージーランド

材）の製造・販売、プレハブ

ハウスの製造・販売・リース、

カラオケハウス及びゴルフ場

の運営等 

広島県

 ㈱三栄建築設計 平成 18 年９月 12 日
名証セント

レックス 

１都３県（東京・千葉・埼玉・

神奈川）における戸建住宅販

売、並びに保有物件の賃貸及

び管理 

東京都

 協和医科器械㈱ 平成 18 年９月 15 日 ジャスダック
医療用器械器具・福祉用具の

販売及びレンタル等 
静岡県

国内38社 

 ㈱メディア工房 平成 18 年９月 15 日 東証マザーズ
デジタルコンテンツ事業及び

それに伴う物販事業 
東京都
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 会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 
本社  

所在地

 ㈱ノバレーゼ 平成 18 年 10 月 19 日 東証マザーズ
ゲストハウス･ウエディング

の企画運営等 
東京都

 ㈱ファンドクリエーション 平成 18 年 10 月 27 日 ジャスダック

ファンドの組成・運営に関す

るアドバイス等を行うアセッ

トマネジメント事業、上場企

業・未上場企業への投資、不

動産物件への投資、証券仲介

業務等を行うインベストメン

トバンク事業等 

東京都

 ヒラキ㈱ 平成 18 年 11 月 14 日 東証２部 
靴・履物を中心とした衣料、

日用雑貨品等の通信販売、店

舗販売、卸販売等 

兵庫県

 ㈱ＧＡＢＡ 平成 18 年 12 月１日 東証マザーズ
マンツーマンレッスン専門の

英会話スクールの運営等 
東京都

 ㈱ＭｏｎｏｔａＲｏ 平成 18 年 12 月６日 東証マザーズ
Ｅコマースを利用した通信販

売による工場用間接資材の仕

入･販売事業 

大阪府

 ㈱ゲームオン 平成 18 年 12 月８日 東証マザーズ オンラインゲームの運営等 東京都

 ㈱ダスキン 平成 18 年 12 月 12 日 東証１部 
ダストコントロール商品のレ

ンタル等 
大阪府

 ㈱イントランス 平成 18 年 12 月 15 日 東証マザーズ
プリンシパルインベストメン

ト事業、ソリューション事業
東京都

 ㈱ＶＳＮ 平成 18 年 12 月 20 日 ジャスダック
顧客企業の技術部門及び製造

部門に対し人材サービスを提

供する派遣・請負事業 

東京都

 ㈱アマガサ 平成 19 年２月７日 ヘラクレス
ノンレザー婦人靴の卸売業及

び小売業 
東京都

 ㈱ディーバ 平成 19 年２月８日 ヘラクレス
連結経営を支援するソフトウ

ェア製品の開発・販売・保守

及びコンサルティング 

東京都

 ㈱中広 平成 19 年２月 19 日
名証セント

レックス 
地域密着型生活情報誌の発行

をはじめとする広告代理業 
岐阜県

 テイ・エス テック㈱ 平成 19 年２月 23 日 東証１部 
四輪車用及び二輪車用シー

ト、四輪車用内装品等の製造

販売 

埼玉県

 ㈱ＡＱインタラクティブ 平成 19 年２月 28 日 ジャスダック
ゲームソフトの企画・開発・

販売 
東京都

 ㈱免疫生物研究所 平成 19 年３月２日 ヘラクレス

「抗体」を中心とした研究用

試薬等の製造・販売、医薬シ

ーズライセンス事業及び実験

動物の輸入販売 

群馬県

 イー･ギャランティ㈱ 平成 19 年３月８日 ジャスダック
事業法人、金融法人向け信用

保証事業 
東京都

 ㈱ソリトンシステムズ 平成 19 年３月９日 ジャスダック

IT セキュリティ製品の開発・

販売、ブロードバンド・コン

テンツ配信システムの構築・

運用、組み込みシステムと LSI

の開発・販売 

東京都

 ㈱大日光・エンジニアリング 平成 19 年３月 22 日 ジャスダック 電子部品実装事業 栃木県
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 会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 
本社  

所在地

 BioXell S.p.A 平成 18 年６月 22 日 ＳＷＸ 泌尿器系疾患の治療薬の開発 イタリア

 Innate Pharma 平成 18 年 11 月１日
ユーロ 

ネクスト 

免疫細胞活性化による癌治療

法の開発 
フランス

海外 3社 

 Metris International Holding N.V. 

 
平成 18 年 12 月 12 日

ユーロ 

ネクスト 

３Ｄグラフィック・ソフトウ

エアとそのセンサーの技術開

発及び販売 

ベルギー

(注) １． ＳＷＸ： スイス証券取引所 

 ２．上記のほか、株式交換・合併により以下の投資先７社（国内５社、海外２社）が上場会社に買収されました。 

  イージーシステムズ㈱、ポータル㈱、㈱オックス、㈱北越ケーズ、㈱ナノシステムソリューションズ、TorreyPines Therapeutics, Inc.、

Eldat Communication Ltd. 
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(4)新規に設立した、またはコミットメント総額が増加したファンド 

 
当第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 

①新規に設立したファンド  

該当事項はありません。 

 

②コミットメント総額が増加したファンド  

  該当事項はありません。 

 

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

①新規に設立したファンド (単位：百万円) 

名   称 
コミットメント 

総額 

「ＮＩＦＳＭＢＣ－Ｖ２００６」シリーズ 58,300  

（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、神戸バイオ・メディカル４号）  

 

 

②コミットメント総額が増加したファンド (単位：百万円) 

名   称 
コミットメント 

増加額 

ＳＭＢＣキャピタル７号投資事業有限責任組合 2,000 
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４．第 １ 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 等 
 
（1）第１四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

             期 別 

 

科 目 

当第１四半期 

連結会計期間末①

（平成 19 年６月 30 日）

前第１四半期 

連結会計期間末②

（平成 18 年６月 30 日）

前年同期比 

増減額 

(①－②) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表③ 

（平成 19 年３月 31 日） 

前年度比 

増減額 

(①－③) 

（ 資 産 の 部 ）            

流動資産 133,689 68,527 65,162 132,171  1,518

現金及び預金 27,878 13,834 14,043 24,147  3,730

営業投資有価証券 111,780 59,076 52,703 112,425  △645

投資損失引当金 △14,335 △ 7,011 △7,323 △11,640  △2,694

営業貸付金 705 1,553 △848 725  △20

有価証券 6,362 500 5,861 5,562  800

その他 1,329 603 725 980  348

貸倒引当金 △30 △ 30 － △30  －

固定資産 6,064 6,873 △809 6,384  △320

有形固定資産 1,492 1,349 143 1,511  △18

無形固定資産 179 137 41 182  △3

投資その他の資産 4,392 5,386 △994 4,690  △298

投資有価証券 3,981 4,972 △991 4,278  △297

固定化営業債権 － 97 △97 －  －

その他 411 316 94 412  △0

資産合計 139,754 75,401 64,353 138,556  1,198

（注）当第１四半期連結会計期間末及び前連結会計年度は組合連結方式、前第１四半期連結会計期間末は組合持分方式（匿名組合を除

く）で計上しております。 
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（単位：百万円） 

期 別  

              

科 目 

当第１四半期 

連結会計期間末①

（平成 19 年６月 30 日）

前第１四半期 

連結会計期間末②

（平成 18 年６月 30 日）

前年同期比 

増減額 

(①－②) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表③ 

（平成 19 年３月 31 日） 

前年度比 

増減額 

(①－③) 

（ 負 債 の 部 ）            

流動負債 20,941 21,239 △298 18,346  2,594

短期借入金 10,850 9,350 1,500 8,350  2,500

一年以内返済予定長期借入金 7,009 9,366 △2,357 6,832  177

賞与引当金 139 210 △71 552  △413

その他 2,942 2,313 629 2,612  330

固定負債 20,846 17,481 3,364 22,509  △1,663

長期借入金 18,145 15,879 2,265 19,395  △1,250

匿名組合出資預り金 1,904 813 1,091 2,253  △349

退職給付引当金 473 456 17 507  △33

役員退職慰労引当金 29 50 △21 75  △45

その他 293 282 11 277  16

負債合計 41,787 38,721 3,066 40,856  931

（ 純 資 産 の 部 ）   

株主資本 37,692 34,417 3,274 38,306  △613

資本金 18,767 18,767 － 18,767  －

資本剰余金 6,824 6,824 － 6,824  －

利益剰余金 12,337 8,835 3,502 12,952  △614

自己株式 △237 △ 9 △227 △238  1

自己株式申込証拠金 － － － 0  △0

評価・換算差額等 3,258 2,262 996 3,485  △226

その他有価証券評価差額金 3,241 2,244 996 3,465  △223

為替換算調整勘定 17 18 △0 20  △2

新株予約権 48 － 48 43  4

少数株主持分 56,967 － 56,967 55,864  1,103

純資産合計 97,967 36,680 61,286 97,699  267

負債及び純資産合計 139,754 75,401 64,353 138,556  1,198

（注）当第１四半期連結会計期間末及び前連結会計年度は組合連結方式、前第１四半期連結会計期間末は組合持分方式（匿名組合を

除く）で計上しております。 
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（2）第１四半期連結損益計算書 

（単位：百万円） 

当第１四半期 

連結会計期間 

前第１四半期 

連結会計期間 
前年同期比 

 前連結会計年度の 

 要約連結損益計算書

期 別 

 

 

科 目 
( 自  平成19年４月１日 

 至  平成19年６月30日 ) ( 自  平成18年４月１日 

 至  平成18年６月30日 ) 増減額
 増減率 

(％) 
( 自  平成18年４月１日 

 至  平成19年３月31日 )
売上高 5,091 3,692 1,399  37.9  30,726

営業投資有価証券売上高 4,532 2,893 1,638  56.6  27,913

投資事業組合等運営報酬 543 743 △200  △26.9  2,702

営業貸付金利息 6 16 △9  △59.4  47

その他 9 39 △29  △74.7  63

売上原価 5,510 2,011 3,499  174.0  20,445

営業投資有価証券売却原価 2,324 1,419 905  63.7  14,117

投資損失引当金繰入額 3,065 483 2,581  533.7  5,150

営業投資有価証券評価損 11 30 △19  △62.8  791

資金原価 108 76 31  41.3  385

その他 0 － 0  －  0

売上総利益 △418 1,681 △2,099  －  10,281

販売費及び一般管理費 1,291 1,289 1  0.2  6,119

営業利益 △1,710 391 △2,101  －  4,161

営業外収益 162 66 96  146.4  247

営業外費用 18 27 △8  △32.0  76

経常利益 △1,566 430 △1,996  －  4,332

特別利益 170 195 △25  △12.9  592

特別損失 43 0 43  －  280

匿名組合損益分配前税金等調

整前第 1 四半期(当期)純利益 
△1,439 625 △2,064  －  4,644

匿名組合損益分配額 △367 △ 21 △346  －  △108

税金等調整前第 1 四半期 

(当期)純利益 
△1,071 646 △1,718  －  4,753

法人税、住民税及び事業税 11 9 1  18.3  46

少数株主利益 △1,326 － △1,326  －  △70

第 1 四半期(当期)純利益 244 636 △392  △61.7  4,777

（注）当第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度は組合連結方式、前第１四半期連結会計期間は組合持分方式（匿名組合を除く）

で計上しております。 
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（3）第１四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４月１日 至 平成19年６月30日） 

 （単位：百万円） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
自己株式 

申込証拠金 
株主資本合計

平成 19 年３月 31 日残高 18,767 6,824 12,952 △238 0 38,306

当第１四半期連結会計期間中の

変動額 
 

剰余金の配当 △ 858  △ 858

第１四半期純利益 244  244

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △0 1 0

その他  △0 △0

株主資本以外の項目の 

当第１四半期連結会計期間中

の変動額（純額） 

 

当第１四半期連結会計期間中の

変動額合計 
－ － △614 1 △0 △613

平成 19 年６月 30 日残高 18,767 6,824 12,337 △237 － 37,692

 

 評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成 19 年３月 31 日残高 3,465 20 3,485 43 55,864 97,699

当第１四半期連結会計期間中の

変動額 
 

剰余金の配当  △ 858

第１四半期純利益  244

自己株式の取得  △0

自己株式の処分  0

その他  △0

株主資本以外の項目の 

当第１四半期連結会計期間中

の変動額（純額） 

△223 △2 △226 4 1,103 881

当第１四半期連結会計期間中の

変動額合計 
△223 △2 △226 4 1,103 267

平成 19 年６月 30 日残高 3,241 17 3,258 48 56,967 97,967

（注）当第１四半期連結会計期間は組合連結方式で計上しております。 

 



エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ㈱（8458） 
平成 20 年３月期第１四半期財務・業績の概況 

                             

 21

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

      （単位：百万円） 

    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 18,767 6,824 9,246 △ 63 34,775

 
当第１四半期連結会計期間中

の変動額 
 

  剰余金の配当（注１） △ 859  △ 859

  役員賞与（注１） △ 165  △ 165

  第１四半期純利益 636  636

  自己株式の取得 △ 0 △ 0

  自己株式の処分 △24 53 29

 
株主資本以外の項目の 

当第１四半期連結会計期間中

の変動額（純額） 

 

 
当第１四半期連結会計期間中

の変動額合計 
－ － △ 411 53 △ 357

 平成 18 年 6 月 30 日残高 18,767 6,824 8,835 △ 9 34,417

             

    評価・換算差額等 

    
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 

純資産合計 

 平成 18 年 3 月 31 日残高 2,980 18 2,999 37,774 

 
当第１四半期連結会計期間中

の変動額 
 

 剰余金の配当（注１） △ 859 

   役員賞与（注１） △ 165 

   第１四半期純利益 636 

   自己株式の取得 △ 0 

   自己株式の処分 29 

 
株主資本以外の項目の 

当第１四半期連結会計期間中

の変動額（純額） 

△ 736 △ 0 △ 737 △ 737 

 
当第１四半期連結会計期間中

の変動額合計 
△ 736 △ 0 △ 737 △ 1,094 

 平成 18 年 6 月 30 日残高 2,244 18 2,262 36,680 

（注）1．平成18年6月27日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

2．前第１四半期連結会計期間は組合持分方式で計上しております。 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）  

       （単位：百万円） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
自己株式 

申込証拠金 
株主資本合計

平成 18 年 3 月 31 日残高 18,767 6,824 9,246 △63 － 34,775

当連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注１） △ 859  △ 859

役員賞与（注１） △ 165  △ 165

当期純利益 4,777  4,777

自己株式の取得 △270 △270

自己株式の処分 △ 47 95 48

その他  0 0

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 － － 3,705 △174 0 3,531

平成 19 年３月 31 日残高 18,767 6,824 12,952 △238 0 38,306

 

 評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年 3 月 31 日残高 2,980 18 2,999 － － 37,774

当連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注１）  △ 859

役員賞与（注１）  △ 165

当期純利益  4,777

自己株式の取得  △270

自己株式の処分  48

その他  0

株主資本以外の項目の 

当連結会計年度中の変動額 

（純額） 

484 1 485 43 55,864 56,393

当連結会計年度中の変動額合計 484 1 485 43 55,864 59,924

平成 19 年３月 31 日残高 3,465 20 3,485 43 55,864 97,699

（注）1．平成18年6月27日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

2．前連結会計年度は組合連結方式で計上しております。 
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第１四半期連結財務諸表の作成について 

 

当社の第１四半期連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24

号。以下｢中間連結財務諸表規則｣という。)に基づいて作成しております。 

 
第１四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社数 34社（28組合を含む）  

主要な連結子会社の名称 ｴﾇ･ｱｲ･ｴﾌSMBC事務ｻｰﾋﾞｽ株式会社 

NIF ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

NS ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社 

NIF ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ株式会社 

NIF SMBC Ventures USA, Inc. 

NIF SMBC Ventures Asia Limited 

NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合 

NIF-PAMA企業支援ﾌｧﾝﾄﾞA号投資事業有限責任組合 

投資事業有限責任組合ｴﾇｱｲｴﾌｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ 

投資事業組合「NIF21-ONE(1号)」 

投資事業組合「NIFﾆｭｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ2000/1号」 

投資事業組合「NIFﾆｭｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ2000/2号」 

 

NIFｷｬﾋﾟﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社は、当社との合併により、ﾃｲｸｵﾌｼﾞｬﾊﾟﾝ１号投資事業有限

責任組合は解散により、連結の範囲から除外しております。 

 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

会社名 NIFﾊﾞｲｱｳﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

ｸﾞﾘｰﾝ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ A 株式会社 

ｸﾞﾘｰﾝ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ B 株式会社 

有限会社 NIF ｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ D 

NIF Management Singapore Pte.Ltd. 

 

(連結の範囲から除いた理由) 

NIFﾊﾞｲｱｳﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社、ｸﾞﾘｰﾝ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞA株式会社、有限会社NIFｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞD及びNIF Management  

Singapore Pte.Ltd.は、事業活動を停止しており、合計の総資産、売上高、第１四半期純損益及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも第１四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除

外しております。また、ｸﾞﾘｰﾝ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞB株式会社は、その支配が一時的であるため、連結の範囲から除外して

おります。 

なお、ｸﾞﾘｰﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞB株式会社は、投資先との合併が予定されているため、営業投資有価証券に含めて表示

しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用した非連結子会社数 

該当事項はありません。 

(2)持分法を適用した関連会社数 

該当事項はありません。 

(3)持分法を適用していない主要な非連結子会社及び関連会社 

会社名 NIFﾊﾞｲｱｳﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

ｸﾞﾘｰﾝ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ A 株式会社 

ｸﾞﾘｰﾝ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ B 株式会社 

有限会社 NIF ｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ D 

NIF Management Singapore Pte.Ltd. 

ﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝ＆ﾘｻｰﾁ株式会社 
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     (持分法を適用していない理由) 
NIFﾊﾞｲｱｳﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社、ｸﾞﾘｰﾝ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞA株式会社、有限会社NIFｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞD、NIF Management 

Singapore Pte.Ltd.及びﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝ&ﾘｻｰﾁ株式会社の第１四半期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等のそ

れぞれの合計額は、いずれも第１四半期連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性はな

いことから、持分法の適用から除外しております。また、ｸﾞﾘｰﾝ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞB株式会社は、その支配が一時的であ

るため、持分法の適用から除外しております。 

Meitung Ltd.は、売却により、持分法非適用関連会社から除外しております。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、30社（28組合を含む）の第１四半期決算日は３月31日であります｡ 

上記のうち、28組合については、第１四半期連結決算日（６月30日）における仮決算による財務諸表を使用してお

ります。また、それ以外の2社については、各社の第１四半期決算日における財務諸表を使用し、第１四半期連結決

算日までの間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券  

その他有価証券 

a.時価のあるもの 第１四半期決算日の市場価格等による時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

b.時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。 

 

②デリバティブ 

時価法を採用しております。 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 当社及び国内連結子会社は定率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。 

建物及び構築物  ８～60年 

在外連結子会社については、所在地国の会計基準に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 (第１四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) 

 平成19年度税制改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、

減価償却において残存価額を考慮しない方法に変更するとともに、定率法の償却率は改

正後の数値を用いております。この変更による影響は軽微であります。 

 

②無形固定資産 定額法を採用しております。 

 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)で償却してお

ります。 

 

(3)重要な引当金の計上基準 

①投資損失引当金 当第１四半期連結会計期間末現在に有する営業投資有価証券の損失に備えるため、投

資先会社の実情を勘案の上、その損失見積額を計上しております。 

 

②貸 倒 引 当 金 貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は一般債権については貸

倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法によ

り計上しております。また、在外連結子会社は、個別の債権について回収可能性を検

討し、貸倒見積額を計上しております。 

 

③賞 与 引 当 金  役職員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち、当第１四半期連結会

計期間の負担額を計上しております。 

 

④退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく当第１四半期連結会計期間末要

支給額を計上しております。これは当社の退職金が、将来の昇給等による給付額の変

動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて、各連結会計年度ごとに各人別に勤務費

用が確定するためであります。 
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⑤役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当第１四半期

連結会計期間末要支給額を計上しております。 

 

(4)第１四半期連結財務諸表作成の基礎となった連結会社の第１四半期財務諸表の作成に当たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、第１四半期連結決算日の直物為替相場により円換算し、為替差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、第１四半期決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均により円貨に換算し、為替差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含

めております。 

 

(5)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。 

 

(6)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 金利スワップについて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 ヘッジ手段は金利スワップ、ヘッジ対象は変動金利の借入金であります。 

 

③ヘッジ方針 金利スワップは将来の金利上昇リスクを回避する目的で利用しているのみであり、

投機目的の取引は行わない方針であります。 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略してお

ります。 

 

 (7)その他第１四半期連結財務諸表作成のための重要な事項 

①投資事業組合等（連 当社及び投資事業組合等を除く連結子会社（以下「当社グループ」という。）が運 

 結子会社以外）への 営管理する投資事業組合等（連結子会社以外）への出資金の会計処理は、第１四半 

 出資金の会計処理 期連結決算日における投資事業組合等の仮決算による財務諸表に基づいて、投資事

業組合等の資産・負債及び収益・費用を当社グループの出資持分割合に応じて計上

しております。 

  また、他社が運営管理する投資事業組合等への出資金の会計処理は、投資事業組

合等の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基

づいて、投資事業組合等の資産・負債及び収益・費用を当社グループの出資持分

割合に応じて計上しております。 

  

②消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しており、控除対象外の消費税等につい

ては、販売費及び一般管理費に計上しております。また、固定資産に係る控除対

象外の消費税等は、投資その他の資産「その他」(長期前払費用)に計上し、法人

税法の規定する期間にわたり償却しております。 

 

③連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。 
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注 記 事 項 
(第１四半期連結貸借対照表関係) 

 当第１四半期 

連結会計期間末

前第１四半期 

連結会計期間末

前連結会計年度末

   

１．担保資産及び担保付債務 担保資産  

 営業投資有価証券 ※ 16,370百万円 24百万円 16,370百万円

 担保付債務  

 一年以内返済予定長期借入金 －百万円 10百万円 －百万円

 長期借入金 20百万円 20百万円 20百万円

  ※当該資産のうち、14百万円は長期借入金20百万円の担保に供しております。また、16,356百万円はバイアウト関連投資

先の債務（52,436百万円）に対し担保提供しております。 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 435百万円 511百万円 410百万円

  

３．投資その他の資産に対して個別に計上し、当該資産より直接控除した貸倒引当金 

 

 固定化営業債権 －百万円 725百万円 －百万円

 その他（会員権） 82百万円 78百万円 82百万円

※なお、「固定化営業債権」は財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権であります。 

 

(第１四半期連結損益計算書関係) 

 当第１四半期

連結会計期間

前第１四半期 

連結会計期間 

前連結会計年度  

   

１．投資事業組合等運営報酬の 投資事業組合等管理報酬 499百万円 740百万円 1,956百万円 

  内訳 投資事業組合等成功報酬 43百万円 2百万円 746百万円 

   

２．販売費及び一般管理費のうち 給与手当 426百万円 421百万円 1,844百万円 

   主なもの 賞与引当金繰入額 139百万円 210百万円 552百万円 

 退職給付費用 40百万円 38百万円 180百万円 

 役員退職慰労引当金繰入額 9百万円 6百万円 31百万円 

 賃借料 128百万円 90百万円 432百万円 

    

３．営業外収益の内訳 受取利息 1百万円 1百万円 11百万円 

 受取配当金 110百万円 54百万円 73百万円 

 為替差益 34百万円 －百万円 119百万円 

 その他 16百万円 10百万円 43百万円 

   

４．営業外費用の内訳 支払利息 18百万円 18百万円 73百万円 

 為替差損 －百万円 7百万円 －百万円 

 その他 0百万円 0百万円 3百万円 

   

５．特別利益の内訳 投資有価証券売却益 170百万円 194百万円 504百万円 

 固定資産売却益 －百万円 1百万円 1百万円 

 固定化営業債権売却益 －百万円 －百万円 3百万円 

 貸倒引当金戻入益 －百万円 －百万円 83百万円 

    

６．特別損失の内訳 投資有価証券評価損 43百万円 －百万円 －百万円 

 投資有価証券売却損 －百万円 －百万円 1百万円 

 貸倒引当金繰入額 －百万円 －百万円 3百万円 

 固定資産除却損 －百万円 0百万円 140百万円 

 本社移転費用 －百万円 －百万円 134百万円 
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(第１四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

１． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：株） 

 
前連結会計 

年度末株式数 

当第１四半期連結 

会計期間増加株式数

当第１四半期連結 

会計期間減少株式数 

当第１四半期連結

会計期間末株式数

発行済株式  

普通株式 429,675 － － 429,675

合計 429,675 － － 429,675

自己株式  

普通株式 (注) 667 － 3 664

合計 667 － 3 664

（注）当第１四半期連結会計期間における自己株式の株式数の減少は、新株予約権の行使に伴う譲渡によるもので

あります。 

 

２． 新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

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

前連結会計

年度末 

当第１四半期

連結 

会計期間増加

当第１四半期

連結 

会計期間減少 

当第１四半期

連結 

会計期間末 

当第１四半期

連結会計 

期間末残高

（百万円）

提出会社 

(親会社) 

ストック・オプション

としての新株予約権 
  48 

合 計 －  48 

 

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

（百万円） 

配当原資
1株当たり配当額

（円） 

基準日 効力発生日

平成 19 年５月 18 日 

取締役会決議 
普通株式 858

利益 

剰余金
2,000

平成 19 年 

３月 31 日 

平成 19 年 

６月６日 

 

（２）基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末後

となるもの 

該当事項はありません。 
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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 

（単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

 

区分 

取得原価 

連結貸借

対照表

計上額

差額 取得原価

連結貸借

対照表

計上額

差額 取得原価 

連結貸借

対照表 

計上額 

差額 

営業投資

有価証券

に属する

もの 

    

 ①株式 4,077 9,701 5,624 1,954 4,611 2,656 4,037 10,421 6,384 

 ②債券 － － － － － － － － － 

 ③その他 － － － － － － － － － 

計 4,077 9,701 5,624 1,954 4,611 2,656 4,037 10,421 6,384 

投資有価

証券に属

するもの 

    

 ①株式 1,836 2,646 809 2,709 3,508 799 2,116 2,921 805 

 ②債券 － － － － － － － － － 

 ③その他 － － － － － － － － － 

計 1,836 2,646 809 2,709 3,508 799 2,116 2,921 805 

連結貸借 

対照表計 

上額が取 

得原価を 

超えるも 

の 

合 計 5,913 12,347 6,433 4,664 8,120 3,456 6,154 13,343 7,189 

営業投資

有価証券

に属する

もの 

    

 ①株式 1,272 1,125 △146 333 287 △45 859 798 △61 

 ②債券 － － － － － － － － － 

 ③その他 － － － － － － － － － 

計 1,272 1,125 △146 333 287 △45 859 798 △61 

投資有価

証券に属

するもの 

    

 ①株式 685 598 △86 729 623 △105 729 608 △121 

 ②債券 － － － － － － － － － 

 ③その他 － － － － － － － － － 

計 685 598 △86 729 623 △105 729 608 △121 

連結貸借 

対照表計 

上額が取 

得原価を 

超えない 

もの 

合 計 1,958 1,724 △233 1,062 911 △151 1,588 1,406 △182 

総 計 7,871 14,072 6,200 5,726 9,032 3,305 7,743 14,750 7,007 
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

（単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末

（平成19年６月30日） 

前第１四半期連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 内    容 

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

子会社株式及び関連会社株式   

子会社株式 8,890 － 8,890

関連会社株式 10 － 11

その他有価証券  

営業投資有価証券に属するもの  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 82,630 44,394 83,488

非上場内国・外国債券  2,044 1,422 2,060

投資事業組合等への出資金 1,246 2,985 1,341

その他 6,282 5,375 5,565

有価証券に属するもの  

受益証券(MMF) 6,362 500 5,562

投資有価証券に属するもの  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 585 596 596

合    計 108,052 55,274 107,516
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（参考資料） 

 

連結損益計算書の四半期推移 

(単位：百万円) 

期  別 

 

科  目 

前年度第１四半期

(
 自  平成18年４月１日 

 至  平成18年６月30日 )
前年度第２四半期

(
 自  平成18年７月１日 

 至  平成18年９月30日 )
前年度第３四半期 

(
 自  平成18年10月１日 

 至  平成18年12月31日 ) 
前年度第４四半期

(
 自  平成19年１月１日 

 至  平成19年３月31日 )
当年度第1四半期

(
 自  平成19年４月１日 

 至  平成19年６月30日 )
売 上 高 3,692 5,069 16,623 5,340 5,091 

売 上 原 価 2,011 5,323 9,377 3,734 5,510 

売上総利益 1,681 △253 7,246 1,606 △418 

販売費及び一般管理費 1,289 1,553 2,002 1,273 1,291 

営業利益 391 △1,807 5,244 333 △1,710 

営業外収益 66 11 36 133 162 

営業外費用 27 16 20 12 18 

経常利益 430 △1,812 5,260 454 △1,566 

特 別 利 益 195 132 36 228 170 

特 別 損 失 0 161 188 △70 43 

匿名組合損益分配前税金等

調整前純利益 
625 △1,842 5,108 752 △1,439 

匿名組合損益分配額 △21 △23 △44 △19 △367 

税金等調整前純利益 646 △1,819 5,153 771 △1,071 

法人税、住民税及び事業税 9 16 12 7 11 

少数株主利益 - △1,765 1,853 △158 △1,326 

純利益 636 △70 3,287 922 244 
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＜参考情報：組合持分方式による連結決算情報＞        
 

前中間連結会計期間より、「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」（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、当社グ

ループで運営している投資事業組合等の一部（28 組合）を新規に連結しております。 

従いまして、当社グループの経営成績及び財政状態の実態をより的確に表すため、投資事業組合

等の資産・負債及び収益・費用に関して、外部出資者の持分を含まない、当社グループの出資持分

に応じて計上した連結決算情報を以下に記載しております。 

なお、当社連結子会社が営業者となっている匿名組合（１組合）に関しても、同様に組合持分方

式により計上する方式に組替えております。 

 
（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の連結（組合持分方式）業績 
（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 

(1) 連結経営成績                          （％表示は対前年第１四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
第１四半期 

（当期）純利益 

百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年３月期第１四半期 3,901 (   5.2) △9 (  －  ) 128 (△71.5) 244 (△61.7)

19 年３月期第１四半期 3,707 (△22.8)  412 (△58.6) 451 (△55.8) 636 (△37.1)

19 年３月期 19,469   － 4,343   － 4,511   －  4,777   － 

 

 
１株当たり第 1四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり第 1 四半期 
（当期）純利益 

円    銭 円    銭

20 年３月期第１四半期 568    87 568    33 

19 年３月期第１四半期 1,482  69 1,480  19 

19 年３月期 11,128  89 11,116  17 

 
(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

20 年３月期第１四半期 80,828 40,999 50.7 95,454  58 

19 年３月期第１四半期 74,610 36,680 49.2 85,370  77 

19 年３月期 80,626 41,835 51.8 97,413  80 

（注）「１株当たり純資産」の 19 年３月期及び 20 年３月期第 1四半期の数値は、下記の計算式により算出しております。 

    １株当たり純資産＝（純資産合計－新株予約権－少数株主持分等）/期末発行済株式数（連結） 
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１．連結経営成績に関する定性的情報（組合持分方式） 

 

当第１四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）の業績の概況 

当第１四半期連結会計期間の売上高は 3,901 百万円（前年同期 3,707 百万円）、経常利益は 128

百万円（前年同期 451 百万円）となり、第１四半期純利益は 244 百万円（前年同期 636 百万円）

となりました。 

 

（営業投資関連損益の状況） 

営業投資有価証券売却額から営業投資有価証券売却原価を控除した営業投資有価証券売却損益

は 1,425 百万円（前年同期 1,362 百万円）となりました。また投資先会社の直近の業績等を考慮

して、投資損失引当金繰入額 1,217 百万円（前年同期 483 百万円）及び営業投資有価証券評価損

11 百万円（前年同期 30 百万円）を計上したことにより、営業投資関連利益は 342 百万円（前年

同期 959 百万円）となりました。 

 

営業投資関連損益 （単位：百万円） 

 当第１四半期連結会計期間

(
自  平成19年４月１日

至  平成19年６月30日)
前第１四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日)
前連結会計年度 

(自  平成18年４月１日

至  平成19年３月31日)

営業投資有価証券売上高 2,866 2,893 14,408

営業投資有価証券売却額① 2,721 2,782 14,172

営業投資有価証券利息配当金 145 110 235

営業投資有価証券売上原価 1,306 1,450 7,074

営業投資有価証券売却原価② 1,295 1,419 6,800

営業投資有価証券評価損 11 30 273

投資損失引当金繰入額 1,217 483 2,008

営業投資関連利益 342 959 5,325

 

営業投資有価証券売却損益(①－②) 1,425 1,362 7,371
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２．連結財政状態に関する定性的情報（組合持分方式） 

 

（営業投資有価証券残高の状況） 

当第１四半期連結会計期間末における当社グループの営業投資有価証券残高は、62,195百万

円（前年度末62,198百万円）となりました。 

なお、当社グループの時価のある営業投資有価証券の取得原価と時価の差額は、時価が取得

原価を超えるものが3,627百万円（前年度末4,467百万円）、時価が取得原価を超えないものが82

百万円（前年度末59百万円）であり、純額で3,544百万円（前年度末4,407百万円）であります。 

 

（投資損失引当金の状況） 

当社グループが行う投資事業の対象企業は、設立間もないことから事業基盤が安定していな

いことが多く、投資先会社の業績の悪化等により、当社グループにおいて損失が発生する恐れ

があります。そのような損失に備えるため、投資先会社の直近の実情を考慮し、必要に応じて

随時損失見積額を計上しております。当第１四半期連結会計期間におきましては、1,217百万円

（前年同期483百万円）の引当を繰入れましたが、売却等により139百万円（前年同期315百万円）

の取崩等がありましたので、投資損失引当金残高は7,362百万円（前年度末6,285百万円）とな

りました。その結果、当第１四半期連結会計期間末における未上場営業投資有価証券残高53,929

百万円（決算期が未到来のファンドへの出資金等を除く）に対する引当率は､13.7％（前年度末

11.8％）となりました。 
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組 合 持 分 方 式 に よ る 第 １ 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 等 

 
（1）第１四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

             期 別 

 

科 目 

当第１四半期 

連結会計期間末①

（平成 19 年６月 30 日）

前第１四半期 

連結会計期間末②

（平成 18 年６月 30 日）

前年同期比 

増減額 

(①－②) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表③ 

（平成 19 年３月 31 日） 

前年度比 

増減額 

(①－③) 

（ 資 産 の 部 ）            

流動資産 74,763 67,736 7,027 74,241  521

現金及び預金 17,113 13,797 3,316 15,771  1,341

営業投資有価証券 62,195 58,323 3,872 62,198  △3

投資損失引当金 △7,362 △ 7,011 △350 △6,285  △1,077

営業貸付金 705 1,553 △848 725  △20

有価証券 902 500 402 830  72

その他 1,239 603 635 1,031  207

貸倒引当金 △30 △ 30 － △30  －

固定資産 6,064 6,873 △809 6,384  △320

有形固定資産 1,492 1,349 143 1,511  △18

無形固定資産 179 137 41 182  △3

投資その他の資産 4,392 5,386 △994 4,690  △298

投資有価証券 3,981 4,972 △991 4,278  △297

固定化営業債権 － 97 △97 －  －

その他 411 316 94 412  △0

資産合計 80,828 74,610 6,218 80,626  201
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（単位：百万円） 

期 別  

              

科 目 

当第１四半期 

連結会計期間末①

（平成 19 年６月 30 日）

前第１四半期 

連結会計期間末②

（平成 18 年６月 30 日）

前年同期比 

増減額 

(①－②) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表③ 

（平成 19 年３月 31 日） 

前年度比 

増減額 

(①－③) 

（ 負 債 の 部 ）            

流動負債 20,887 21,261 △374 18,535  2,351

短期借入金 10,850 9,350 1,500 8,350  2,500

一年以内返済予定長期借入金 7,009 9,366 △2,357 6,832  177

賞与引当金 139 210 △71 552  △413

その他 2,888 2,335 553 2,801  87

固定負債 18,941 16,668 2,273 20,255  △1,313

長期借入金 18,145 15,879 2,265 19,395  △1,250

退職給付引当金 473 456 17 507  △33

役員退職慰労引当金 29 50 △21 75  △45

その他 293 282 11 277  16

負債合計 39,829 37,930 1,899 38,791  1,038

（ 純 資 産 の 部 ）   

株主資本 37,692 34,417 3,274 38,306  △613

資本金 18,767 18,767 － 18,767  －

資本剰余金 6,824 6,824 － 6,824  －

利益剰余金 12,337 8,835 3,502 12,952  △614

自己株式 △237 △ 9 △227 △238  1

自己株式申込証拠金 － － － 0  △0

評価・換算差額等 3,258 2,262 996 3,485  △226

その他有価証券評価差額金 3,241 2,244 996 3,465  △223

為替換算調整勘定 17 18 △0 20  △2

新株予約権 48 － 48 43  4

純資産合計 40,999 36,680 4,319 41,835  △836

負債及び純資産合計 80,828 74,610 6,218 80,626  201
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（2）第１四半期連結損益計算書 

（単位：百万円） 

当第１四半期 

連結会計期間 

前第１四半期 

連結会計期間 
前年同期比 

 前連結会計年度の 

 要約連結損益計算書

期 別 

 

 

科 目 ( 自  平成19年４月１日 

 至  平成19年６月30日 ) ( 自  平成18年４月１日 

 至  平成18年６月30日 ) 増減額
 増減率 

(％) 
( 自  平成18年４月１日 

 至  平成19年３月31日 )
売上高 3,901 3,707 193  5.2  19,469

営業投資有価証券売上高 2,866 2,893 △26  △0.9  14,408

投資事業組合等運営報酬 1,004 764 240  31.5  4,886

営業貸付金利息 6 16 △9  △59.4  47

その他 22 33 △10  △32.4  127

売上原価 2,632 2,011 621  30.9  9,468

営業投資有価証券売却原価 1,295 1,419 △124  △8.8  6,800

投資損失引当金繰入額 1,217 483 733  151.7  2,008

営業投資有価証券評価損 11 30 △19  △62.8  273

資金原価 108 76 31  41.3  385

その他 0 － 0  －  0

売上総利益 1,268 1,696 △428  △25.2  10,000

販売費及び一般管理費 1,278 1,283 △5  △0.4  5,656

営業利益 △9 412 △422  －  4,343

営業外収益 157 66 91  138.4  244

営業外費用 18 27 △8  △32.0  76

経常利益 128 451 △322  △71.5  4,511

特別利益 170 195 △25  △12.9  592

特別損失 43 0 43  －  280

税金等調整前第 1 四半期 

(当期)純利益 
255 646 △391  △60.5  4,823

法人税、住民税及び事業税 11 9 1  18.3  46

第 1 四半期(当期)純利益 244 636 △392  △61.7  4,777
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（3）第１四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４月１日 至 平成19年６月30日） 

 （単位：百万円） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
自己株式 

申込証拠金 
株主資本合計

平成 19 年３月 31 日残高 18,767 6,824 12,952 △238 0 38,306

当第１四半期連結会計期間中の

変動額 
 

剰余金の配当 △ 858  △ 858

第１四半期純利益 244  244

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △0 1 0

その他  △0 △0

株主資本以外の項目の 

当第１四半期連結会計期間中

の変動額（純額） 

 

当第１四半期連結会計期間中の

変動額合計 
－ － △614 1 △0 △613

平成 19 年６月 30 日残高 18,767 6,824 12,337 △237 － 37,692

 

 評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残高 3,465 20 3,485 43 41,835

当第１四半期連結会計期間中の

変動額 
 

剰余金の配当  △858

第１四半期純利益  244

自己株式の取得  △0

自己株式の処分  0

その他  △0

株主資本以外の項目の 

当第１四半期連結会計期間 

の変動額（純額） 

△223 △2 △226 4 △222

当第１四半期連結会計期間中の

変動額合計 
△223 △2 △226 4 △836

平成 19 年６月 30 日残高 3,241 17 3,258 48 40,999
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前第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

    （単位：百万円） 

    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 18,767 6,824 9,246 △ 63 34,775

 
当第１四半期連結会計期間中

の変動額 
 

  剰余金の配当（注） △ 859  △ 859

  役員賞与（注） △ 165  △ 165

  第１四半期純利益 636  636

  自己株式の取得 △ 0 △ 0

  自己株式の処分 △ 24 53 29

 
株主資本以外の項目の 

当第１四半期連結会計期間中

の変動額（純額） 

 

 
当第１四半期連結会計期間中

の変動額合計 
－ － △ 411 53 △ 357

 平成 18 年 6 月 30 日残高 18,767 6,824 8,835 △ 9 34,417

             

    評価・換算差額等 

    
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 

純資産合計 

 平成 18 年 3 月 31 日残高 2,980 18 2,999 37,774 

 
当第１四半期連結会計期間中

の変動額 
 

 剰余金の配当（注） △ 859 

   役員賞与（注） △ 165 

   第１四半期純利益 636 

   自己株式の取得 △ 0 

   自己株式の処分 29 

 
株主資本以外の項目の 

当第１四半期連結会計期間中

の変動額（純額） 

△ 736 △ 0 △ 737 △ 737 

 
当第１四半期連結会計期間中

の変動額合計 
△ 736 △ 0 △ 737 △ 1,094 

 平成 18 年 6 月 30 日残高 2,244 18 2,262 36,680 

（注）平成18年6月27日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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 前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）  

           （単位：百万円） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
自己株式 

申込証拠金 
株主資本合計

平成 18 年 3 月 31 日残高 18,767 6,824 9,246 △63 － 34,775

当連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注） △ 859  △ 859

役員賞与（注） △ 165  △ 165

当期純利益 4,777  4,777

自己株式の取得 △270 △270

自己株式の処分 △ 47 95 48

その他  0 0

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 － － 3,705 △174 0 3,531

平成 19 年３月 31 日残高 18,767 6,824 12,952 △238 0 38,306

 

 評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 純資産合計 

平成 18 年 3 月 31 日残高 2,980 18 2,999 － 37,774

当連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注）  △ 859

役員賞与（注）  △ 165

当期純利益  4,777

自己株式の取得  △270

自己株式の処分  48

その他  0

株主資本以外の項目の 

当連結会計年度中の変動額 

（純額） 

484 1 485 43 529

当連結会計年度中の変動額合計 484 1 485 43 4,060

平成 19 年３月 31 日残高 3,465 20 3,485 43 41,835

（注）平成18年6月27日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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注 記 事 項 

(第１四半期連結貸借対照表関係) 

 当第１四半期

連結会計期間末

前第１四半期 

連結会計期間末

前連結会計年度末

   

１．担保資産及び担保付債務 担保資産  

 営業投資有価証券     ※4,681百万円 24百万円 4,681百万円

 担保付債務  

 一年以内返済予定長期借入金 －百万円 10百万円 －百万円

 長期借入金 20百万円 20百万円 20百万円

    ※当該資産のうち、14百万円は長期借入金20百万円の担保に供しております。また、4,667百万円はバイアウト関連投資先

の債務（52,436百万円）に対し担保提供している投資事業組合が保有する営業投資有価証券の当社持分相当額であります。

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 435百万円 511百万円 410百万円

  

３．投資その他の資産に対して個別に計上し、当該資産より直接控除した貸倒引当金 

 固定化営業債権 －百万円 725百万円 －百万円

 その他（会員権） 82百万円 78百万円 82百万円

※なお、「固定化営業債権」は財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権であります。 

 

(第１四半期連結損益計算書関係) 

 当第１四半期

連結会計期間

前第１四半期 

連結会計期間 

前連結会計年度  

   

１．投資事業組合等運営報酬の 投資事業組合等管理報酬 929百万円 761百万円 3,744百万円 

  内訳 投資事業組合等成功報酬 74百万円 2百万円 1,141百万円 

   

２．販売費及び一般管理費のうち 給与手当 426百万円 421百万円 1,844百万円 

   主なもの 賞与引当金繰入額 139百万円 210百万円 552百万円 

 退職給付費用 40百万円 38百万円 180百万円 

 役員退職慰労引当金繰入額 9百万円 6百万円 31百万円 

 賃借料 128百万円 90百万円 432百万円 

   

３．営業外収益の内訳 受取利息 1百万円 1百万円 10百万円 

 受取配当金 110百万円 54百万円 73百万円 

 為替差益 34百万円 －百万円 120百万円 

 その他 10百万円 10百万円 40百万円 

   

４．営業外費用の内訳 支払利息 18百万円 18百万円 73百万円 

 為替差損 －百万円 7百万円 －百万円 

 その他 0百万円 0百万円 3百万円 

   

５．特別利益の内訳 投資有価証券売却益 170百万円 194百万円 504百万円 

 固定資産売却益 －百万円 1百万円 1百万円 

 固定化営業債権売却益 －百万円 －百万円 3百万円 

 貸倒引当金戻入益 －百万円 －百万円 83百万円 

    

６．特別損失の内訳 投資有価証券評価損 43百万円 －百万円 －百万円 

 投資有価証券売却損 －百万円 －百万円 1百万円 

 貸倒引当金繰入額 －百万円 －百万円 3百万円 

 固定資産除却損 －百万円 0百万円 140百万円 

 本社移転費用 －百万円 －百万円 134百万円 
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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 

 （単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

 

区分 

取得原価 

連結貸借

対照表

計上額

差額 取得原価

連結貸借

対照表

計上額

差額 取得原価 

連結貸借

対照表 

計上額 

差額 

営業投資

有価証券

に属する

もの 

    

 ①株式 3,242 6,869 3,627 1,954 4,611 2,656 3,127 7,594 4,467 

 ②債券 － － － － － － － － － 

 ③その他 － － － － － － － － － 

計 3,242 6,869 3,627 1,954 4,611 2,656 3,127 7,594 4,467 

投資有価

証券に属

するもの 

    

 ①株式 1,836 2,646 809 2,709 3,508 799 2,116 2,921 805 

 ②債券 － － － － － － － － － 

 ③その他 － － － － － － － － － 

計 1,836 2,646 809 2,709 3,508 799 2,116 2,921 805 

連結貸借 

対照表計 

上額が取 

得原価を 

超えるも 

の 

合 計 5,079 9,516 4,437 4,664 8,120 3,456 5,244 10,516 5,272 

営業投資

有価証券

に属する

もの 

    

 ①株式 602 519 △82 333 287 △45 393 333 △59 

 ②債券 － － － － － － － － － 

 ③その他 － － － － － － － － － 

計 602 519 △82 333 287 △45 393 333 △59 

投資有価

証券に属

するもの 

    

 ①株式 685 598 △86 729 623 △105 729 608 △121 

 ②債券 － － － － － － － － － 

 ③その他 － － － － － － － － － 

計 685 598 △86 729 623 △105 729 608 △121 

連結貸借 

対照表計 

上額が取 

得原価を 

超えない 

もの 

合 計 1,288 1,118 △169 1,062 911 △151 1,123 942 △121 

総 計 6,367 10,635 4,267 5,726 9,032 3,305 6,367 11,458 5,091 
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

（単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末

（平成19年６月30日） 

前第１四半期連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 内    容 

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

子会社株式及び関連会社株式   

子会社株式 1,950 － 1,950

関連会社株式 10 － 11

その他有価証券  

営業投資有価証券に属するもの  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 44,722 43,640 44,792

非上場内国・外国債券  1,113 1,422 1,129

投資事業組合等への出資金 876 2,985 976

その他 6,282 5,375 5,560

有価証券に属するもの  

受益証券(MMF) 902 500 830

投資有価証券に属するもの  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 585 596 596

合    計 56,444 54,521 55,848
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