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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 4,378 53.6 △5,842 ― △5,948 ― △5,962 ―

20年3月期第2四半期 2,851 △39.3 75 △95.1 △107 ― 938 △0.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △72.58 ―

20年3月期第2四半期 11.42 10.03

(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

21年3月期第2四半期 17,865 4,912 26.0 56.57

20年3月期 29,075 14,709 37.4 132.31

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  4,646百万円 20年3月期  10,869百万円

2.  配当の状況
1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 1.50 ― 0.50 2.00

21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）
（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,600 ― △8,300 ― △8,500 ― △7,100 ― △87.65

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無

4.  その他

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

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名
エーアイ・バリュー・パートナーズ投資事業有限
責任組合

）

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載されるもの）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 82,291,567株 20年3月期 82,291,567株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 147,708株 20年3月期 140,303株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 82,147,977株 20年3月期第2四半期 82,159,063株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
1.上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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定性的情報・財務諸表等 
１．連結経営成績に関する定性的情報 
 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や設備投資に弱い動きが見られ、企業収益が減少する
など、景気後退傾向にあります。先行きについても、アメリカ・欧州における金融危機の深刻化や景気の一層の下振
れ懸念、株式・為替市場の大幅な変動などから、景気の状況がさらに厳しいものとなるリスクが高まっております。
 当社グループの主要な事業領域である国際金融・資本市場、国内不動産市場をみると、アメリカ・欧州における金
融危機の影響を受け、株式市況の低迷や不動産取引の停滞、並びにこれらを背景とした信用収縮がさらに深刻化して
おります。 
 このような経済状況のもと、当第２四半期連結累計期間の売上高は、マーチャント・バンキング事業において投資
回収を積極的に進めたこと及びホスピタリティ＆ウェルネス事業において公営施設の指定管理事業を開始したことな
どから、4,378百万円（前年同期比53.6％増）となりました。 
 一方で、営業投資先の経営破綻による連結子会社の投資損失、その他投資資産の評価損などから、営業損失5,842
百万円（前年同期は営業利益75百万円）、経常損失5,948百万円（前年同期は経常損失107百万円）となりました。 
 これに加えて、ボウリング場などのアミューズメント施設に係る固定資産の減損等による特別損失約10億円、繰延
税金資産の取崩し等による法人税等調整額2,048百万円があり、一方で税金等調整前四半期純損失のうち少数株主
（当社以外の出資者）に属する損失約29億円を控除した結果、四半期純損失は5,962百万円（前年同期は中間純利益
938百万円）となりました。 

  
 事業の種類別セグメントの概況・業績は以下の通りであります。なお、当期より、繊維事業撤退により金額が僅少
になったことから「その他事業」の区分を廃止しております。 

  
（マーチャント・バンキング事業） 
 国内外の企業投資及び不動産投資に関する投資回収を積極的に進めたことから、売上高は2,585百万円（前年同期
比75.0％増）となりました。 
 第１四半期連結会計期間における営業投資先の経営破綻による連結子会社の損失約31億円に加えて、市場環境の悪
化を踏まえ、第２四半期連結会計期間において営業投資資産の評価を保守的に見直した結果、国内企業投資で約10億
円、海外企業投資で約2億円、不動産投資で約4億円の評価損を計上したことなどから、営業損失5,199百万円（前年
同期は営業利益493百万円）となりました。 

  
（ホスピタリティ＆ウェルネス事業） 
 指定管理事業を開始したことに伴い、売上高は1,944百万円（前年同期比30.3％増）と増収になりました。 
 一方で、ガソリン高や景況悪化を受けたレジャー需要の落ち込み、競合店の出店の影響に加えて、指定管理事業の
開始に伴う一時的な支出があったことなどから、営業損失78百万円（前年同期は営業損失43百万円）となりました。

   

２．連結財政状態に関する定性的情報  
当第２四半期末の総資産は、投資回収及び評価減により、前期末と比べ11,210百万円減の17,865百万円となりまし
た。主な理由は次の通りであります。 
営業投資有価証券の回収及び強制評価減による減少7,035百万円、たな卸資産の売却等による減少596百万円、営業
貸付金の回収による減少1,139百万円、未収法人税の回収による減少1,074百万円及び繰延税金資産の取崩しによる減
少2,160百万円、固定資産の減損会計の適用による減少1,069百万円等によるものであります。 
一方、子会社株式会社アセット・オペレーターズが営業用資産を取得したことにより有形固定資産が2,577百万円
増加しております。 
負債は、前期末と比べ1,413百万円減の12,952百万円となりました。主な理由としましては、短期借入金の返済に
よる減少2,606百万円、子会社の不動産取得資金の長期借入金による増加931百万円等によるものであります。 
この結果、純資産は前期末と比べ9,797百万円減の4,912百万円となり、自己資本比率は26.0％となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 
 当連結会計年度の連結業績予想につきましては、平成20年11月6日付当社「特別損失の発生及び連結業績予想の修
正に関するお知らせ」において公表した連結業績予想から変更ありません。  

  

４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
 当期の第１四半期連結会計期間より、特定子会社であったエーアイ・バリュー・パートナーズ投資事業有限責
任組合は、解散により連結財務諸表に重要な影響を及ぼさなくなったため、連結の範囲から除外しておりま
す。  

   
（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。  

  
 （３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関
する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表
規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
②第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５
日）が適用されたことに伴い、主として同様の原価法によるものの、貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法により算定しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期
連結会計期間の売上総損失及び営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失はそれぞれ181,314千円増加し
ております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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５．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,510,773 1,758,812

受取手形及び売掛金 132,639 160,123

営業投資有価証券 6,607,941 13,643,865

営業貸付金 2,366,351 3,506,030

たな卸資産 1,351,445 1,947,952

未収入金 341,918 28,465

繰延税金資産 － 2,160,693

その他 229,331 1,193,340

貸倒引当金 △245,119 －

流動資産合計 12,295,280 24,399,283

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,631,964 2,602,917

信託建物 1,804,162 －

機械装置及び運搬具 109,855 138,680

土地 1,870,615 1,868,193

信託土地 773,000 －

その他 376,448 394,507

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,483,789 △1,429,422

有形固定資産合計 5,082,257 3,574,876

無形固定資産

その他 9,910 11,790

無形固定資産合計 9,910 11,790

投資その他の資産

投資有価証券 81,475 721,672

その他 396,146 367,822

投資その他の資産合計 477,622 1,089,494

固定資産合計 5,569,790 4,676,161

資産合計 17,865,070 29,075,445
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 153,024 113,983

短期借入金 3,300,000 5,906,000

1年内返済予定の長期借入金 722,900 668,300

未払法人税等 19,556 192,938

賞与引当金 22,082 17,972

関係会社整理損失引当金 － 44,644

繰延税金負債 301,136 －

その他 950,011 397,203

流動負債合計 5,468,710 7,341,041

固定負債

社債 600,000 600,000

新株予約権付社債 3,475,000 4,025,000

長期借入金 2,697,675 1,766,625

繰延税金負債 600,597 517,496

負ののれん 958 958

その他 109,637 114,751

固定負債合計 7,483,868 7,024,831

負債合計 12,952,579 14,365,873

純資産の部

株主資本

資本金 3,719,288 3,719,288

資本剰余金 2,916,086 2,916,208

利益剰余金 △1,022,664 4,949,690

自己株式 △22,988 △22,845

株主資本合計 5,589,722 11,562,341

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △942,238 △661,845

繰延ヘッジ損益 － △20,031

為替換算調整勘定 △936 △11,383

評価・換算差額等合計 △943,174 △693,260

新株予約権 49,411 89,353

少数株主持分 216,532 3,751,137

純資産合計 4,912,491 14,709,572

負債純資産合計 17,865,070 29,075,445
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（２）四半期連結損益計算書
（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 4,378,069

売上原価 8,460,063

売上総損失（△） △4,081,993

販売費及び一般管理費 1,760,722

営業損失（△） △5,842,716

営業外収益

受取利息 4,410

受取配当金 14,842

持分法による投資利益 24,181

その他 25,210

営業外収益合計 68,645

営業外費用

支払利息 105,545

社債利息 7,301

為替差損 19,574

その他 42,462

営業外費用合計 174,884

経常損失（△） △5,948,955

特別利益

社債償還益 119,250

新株予約権戻入益 49,511

特別利益合計 168,761

特別損失

固定資産除却損 3,324

子会社株式売却損 10,494

子会社清算損 11,737

減損損失 1,035,008

その他 393

特別損失合計 1,060,958

税金等調整前四半期純損失（△） △6,841,152

法人税、住民税及び事業税 8,617

法人税等調整額 2,048,529

法人税等合計 2,057,147

少数株主損失（△） △2,936,033

四半期純損失（△） △5,962,266
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（３）継続企業の前提に関する注記 
当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）  

当社では、当第２四半期連結会計期間末現在で3,475,000千円の残高がある転換社債型新株予約権付社債につい

て、行使価格と現状の当社株価に照らして、平成20年12月22日を償還日とするプット・オプションが行使される可能性を

想定しております。一方で、当第２四半期連結会計期間末現在の当社グループが所有している現金及び預金の残高は

1,510,773千円となっております。こうしたことから、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

おります。 
当社グループは、当該状況を解消すべく、引き続き投資回収や主要取引金融機関との交渉を進めるとともに、10億円

から20億円規模の第三者割当増資の早期実現に向けて、複数の引受先候補と協議を行ってまいります。 
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。 

  
  

（４）セグメント情報  
〔事業の種類別セグメント情報〕 
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 
事業は、当社グループの企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。 

２．事業区分の変更 
当第１四半期連結会計期間より、繊維事業の撤退に伴い金額が僅少になったことから「その他事業」の区分
を廃止いたしました。 

３．各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容  

４.  第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月
５日）が適用されたことに伴い、主として同様の原価法によるものの、貸借対照表価額については収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当
第２四半期連結会計期間の営業損失は、マーチャント・バンキング事業が181,314千円増加しております。 

  
マーチャント・
バンキング事業 
（千円） 

ホスピタリティ
＆ 

ウェルネス 
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高     2,436,287     1,941,782     4,378,069     -    4,378,069 

(2）セグメント間の内部売上高
または振替高 

    149,282     2,782     152,065     (152,065)     - 

計     2,585,569     1,944,564     4,530,134     (152,065)    4,378,069 

営業損失(△)   △5,199,479     △78,757   △5,278,237     (564,667)   △5,842,716 

事業区分 主要製品 

マーチャント・バンキ
ング事業 

投資業務（不動産、企業株式、企業向け貸付等）、投資ファンド運営業務、 
不動産賃貸業務、その他業務 

ホスピタリティ＆ウェ
ルネス事業 

ホテル及びボウリング場等のアミューズメント施設の経営、公営施設の運 
営受託 
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〔所在地別セグメント情報〕 
 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占
める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメントの記載を省略しております。 

  
〔海外売上高〕  
当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）  
 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

   
   
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）  

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 
      アジア   中国、香港、台湾 
３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）  
 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

   
  

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  800,155  800,155

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  4,378,069

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  18.3  18.3

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 該当事項はありません。  
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「参考資料」 
前年同期に係る財務諸表 
（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月1日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        2,851,189  100.0

Ⅱ 売上原価        1,024,947  35.9

売上総利益        1,826,242  64.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,750,418  61.4

営業利益        75,823  2.7

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  5,159            

２．受取配当金  2,570            

３．負ののれん償却  18,013            

４．持分法による投資利益  22,718            

５．雑収入  18,728  67,190  2.3

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  116,063            

２．為替差損  39,728            

３．支払手数料  16,687            

４．雑損失  78,046  250,525  8.8

経常損失(△)        △107,511  △3.8

Ⅵ 特別利益  －   
   －

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損      7,500  7,500  0.2

税金等調整前中間純損失
(△)        △115,012  △4.0

法人税、住民税及び事業
税  988,384            

法人税等調整額  △1,862,190  △873,805  30.6

少数株主損失(△)        △179,469  6.3

中間純利益        938,263  32.9
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（２）セグメント情報 
〔事業の種類別セグメント情報〕 
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）  

     （注）１ 事業区分の方法 
           事業は、当社グループの企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。 
        ２ 各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容 

         ３ 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  

  

マーチャン
ト・バンキ
ング事業 
（千円） 

ホスピタリ
ティ＆ 

ウェルネス
事業 
（千円） 

その他の事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上
高 

   1,324,258    1,492,026     34,903    2,851,189     －   2,851,189 

(2）セグメント間の内部売
上高または振替高 

    153,228     － －     153,228     (153,228) － 

計    1,477,487    1,492,026     34,903    3,004,418     (153,228)    2,851,189 

営業費用     984,056    1,535,868     46,874    2,566,799 208,566    2,775,365 

営業利益又は営業損失(△)     493,431     △43,841     △11,970     437,618     (361,795)     75,823 

事業区分 主要業務及びサービス 

 マーチャント・バンキング事業  資業務(動産、企業株式)、不動産賃貸業務、その他業務 

 ホスピタリティ＆ウェルネス事業  ボウリング場、アミューズメント、ホテル 

 その他事業  繊維事業 

事業区分 当中間連結会計期間 
（千円） 主な内容 

 消去または全社の項目に含めた 
 配賦不能営業費用 

   361,795 当社の管理部門に係る費用であります。 

〔所在地別セグメント情報〕 
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 
 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在
地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  
〔海外売上高〕 
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年9月30日） 

     （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
    ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 
          アジア   中国、香港、台湾 

  

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  468,125  468,125

Ⅱ 連結売上高（千円）  2,851,189  2,851,189

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

 16.4  16.4

－ 10 －

アセット・インベスターズ㈱（3121）平成21年３月期　第２四半期決算短信 




