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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 
前年同期実績値について 
 当社は、平成19年12月７日付で金融商品取引法上の第二種金融商品取引業者及び投資運用業者としての登録を完了いたしました。これに伴い、投資事業
組合財産の分別管理態勢を再構築したことなどにより、当社グループが管理運営する投資事業組合及びリミテッドパートナーシップ（以下、総称して「投資事業
組合」という）については、前連結会計年度末より、連結の範囲から除外しております。（当該投資事業組合については、前連結会計年度においては、損益計算
書のみ連結しております。） 
 従って、前期（20年３月期）第３四半期における（１）連結経営成績（累計）は21年３月期第３四半期とは異なり、投資事業組合を連結子会社として取扱った数
値となっております。 
 なお、当社は、投資事業組合に対する出資金については、当社グループの出資持分に相当する当該投資事業組合の資産、負債及び収益、費用を連結財務
諸表に計上しております。  

(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3四半期 18,009 ― △992 ― △582 ― △851 ―
20年3月期第3四半期 41,606 0.8 4,506 △65.7 5,201 △63.2 5,267 △30.5

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3四半期 △18.88 ―
20年3月期第3四半期 112.56 ―

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3四半期 162,158 107,465 66.1 2,415.07
20年3月期 178,161 133,212 74.6 2,841.09

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  107,158百万円 20年3月期  132,949百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

期末配当は未定であります。  

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 ― ― ― 50.00 50.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

 当社はその事業特性から国内・海外の株式市場並びに新規公開市場の影響を強く受け、収益水準の振幅が大きくなるため、業績予想を合理的に行うことは
困難であります。従って業績予想は行わず、四半期決算の迅速な開示をすることとしております。  

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）  無  

(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  有  

[（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。]  

(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） 

[（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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （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）当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。なお、この変更による損益への影響はありません。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  48,294,336株 20年3月期  48,294,336株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,923,589株 20年3月期  1,498,979株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  45,104,622株 20年3月期第3四半期  46,795,854株
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【定性的情報・財務諸表等】 

当社は、平成 19 年 12 月７日付で、金融商品取引法上の第二種金融商品取引業者及び投資運用業者とし

ての登録を完了いたしました。これに伴い、投資事業組合財産の分別管理態勢を再構築したことなどによ

り、当社グループが管理運営する投資事業組合については、前連結会計年度末より、連結の範囲から除外

しております。（当該投資事業組合については、前連結会計年度においては、損益計算書のみ連結してお

ります。） 

なお、当社は、投資事業組合に対する出資金については、当社グループの出資持分に相当する当該投資

事業組合の資産、負債及び収益、費用を連結財務諸表に計上しております。 

 

１. 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高180億９百万円、経常損失５億８千２百万円、四半期

純損失８億５千１百万円となりました。 

（投資実行の状況） 

当第３四半期連結累計期間の当社グループ及び投資事業組合の投資実行額及び投資会社数は、287

億８千３百万円で 99 社となりました。 

（キャピタルゲインの状況） 

営業投資有価証券売上高107億２千６百万円のうち、配当金及び債券利子を除く株式等売却高は102

億９千５百万円であります。これに伴うキャピタルゲインは、18億２百万円となりました。 

（投資残高の状況） 

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、△５億７千６百万円であり、時価が

取得原価を超えるものが 36 億６千３百万円、時価が取得原価を超えないものが 42 億３千９百万円で

あります。 

なお、時価が取得原価を超えないものの評価差額（評価差損）は、部分純資産直入法により評価損

として計上しております。当第３四半期連結累計期間の評価損計上額は、17 億７千２百万円となりま

した。 

以上のような投資・売却・時価変動等の結果、当第３四半期連結会計期間末の営業投資有価証券の

投資残高は、935 億１千２百万円となりました。 

 （投資損失引当金の状況） 

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。 

個別銘柄ごとには、原則として回収見込額が取得原価の 70％未満になったものを引当し、個別引当

対象にならなかった未上場残高に対しても一定の一括引当を行うこととしております。 

当第３四半期連結累計期間の投資損失引当金繰入額（純額）は、30億６千６百万円となり、当第３

四半期連結会計期間末の投資損失引当金残高は、240億５千万円となりました。  

 （投資事業組合の管理運営業務） 

当第３四半期連結累計期間のこの業務による収入は、71 億円となりました。 

 

２. 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産､負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、流動資産は 1,238 億９百万円、固定資産は 383

億４千９百万円で、資産合計は 1,621 億５千８百万円となりました。 

負債につきましては、流動負債は 283 億８千１百万円、固定負債は 263 億１千２百万円で、負債合

計は 546 億９千３百万円となりました。 

純資産につきましては、1,074 億６千５百万円となりました。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、15 億５千７百万円のキャッシ

ュインフローとなりました。これは主に営業投資有価証券の回収を進めたことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億９千３百万円のキャッシュアウトフローとなりました。

これは主に投資有価証券及び固定資産の取得によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、79 億８千５百万円のキャッシュインフローとなりました。

これは主に借入の増加によるものであります。 

現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は 386 億７千８百万円となりました。 

 

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） 

当社はその事業特性から国内・海外の株式市場並びに新規公開市場の影響を強く受け、収益水準の

振幅が大きくなるため、業績予想を合理的に行うことは困難であります。従って業績予想は行わず、

四半期決算の迅速な開示をすることとしております。 

 

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) 

 該当事項はありません。 

(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 

①簡便な会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が

なく、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末

において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結

会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が

認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 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当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第 18 号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による損

益への影響はありません。 
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 26,066 20,050

営業投資有価証券 93,512 98,305

投資損失引当金 △24,050 △21,028

有価証券 12,611 10,524

短期貸付金 － 2

繰延税金資産 12,214 8,406

その他 3,588 8,457

貸倒引当金 △134 △67

流動資産合計 123,809 124,651

固定資産   

有形固定資産 363 440

無形固定資産 192 201

投資その他の資産   

投資有価証券 36,555 51,632

出資金 42 29

長期貸付金 175 141

繰延税金資産 114 126

その他 906 937

投資その他の資産合計 37,793 52,868

固定資産合計 38,349 53,510

資産合計 162,158 178,161

負債の部   

流動負債   

短期借入金 4,000 －

1年内返済予定の長期借入金 18,590 13,325

コマーシャル・ペーパー 4,000 －

未払法人税等 84 4,020

繰延税金負債 216 367

賞与引当金 187 －

役員臨時報酬引当金 － 171

その他 1,302 1,516

流動負債合計 28,381 19,402

固定負債   

長期借入金 21,237 14,183

繰延税金負債 4,383 10,668

退職給付引当金 570 585

その他 122 109

固定負債合計 26,312 25,546

負債合計 54,693 44,948
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 33,251 33,251

資本剰余金 32,806 32,806

利益剰余金 55,991 59,182

自己株式 △20,071 △10,070

株主資本合計 101,977 115,169

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,506 19,247

為替換算調整勘定 △2,325 △1,467

評価・換算差額等合計 5,180 17,780

新株予約権 253 225

少数株主持分 53 37

純資産合計 107,465 133,212

負債純資産合計 162,158 178,161
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高  

営業投資有価証券売上高 10,726

投資事業組合管理収入 7,100

その他の売上高 182

売上高合計 18,009

売上原価  

営業投資有価証券売上原価 9,033

その他の原価 576

売上原価合計 9,610

売上総利益 8,399

投資損失引当金繰入額（△戻入額） 3,066

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損
（△戻入益）

1,772

差引売上総利益 3,560

販売費及び一般管理費 4,553

営業損失（△） △992

営業外収益  

受取利息 169

受取配当金 978

投資有価証券評価損戻入益 24

雑収入 50

営業外収益合計 1,223

営業外費用  

支払利息 388

為替差損 393

雑損失 31

営業外費用合計 813

経常損失（△） △582

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 12

会員権売却益 0

特別利益合計 14

特別損失  

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損 1,321

特別損失合計 1,321

税金等調整前四半期純損失（△） △1,889

法人税、住民税及び事業税 1,077

法人税等調整額 △2,123

法人税等合計 △1,045

少数株主利益 7

四半期純損失（△） △851
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,889

減価償却費 170

投資損失引当金の増減額（△は減少） 3,066

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66

賞与引当金の増減額（△は減少） 187

役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） △171

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価
損（△は戻入益）

1,772

投資有価証券評価損（△は戻入益） △24

投資有価証券評価損（特別損失） 1,321

会員権売却損益（△は益） △0

固定資産売却損益（△は益） △0

有形固定資産除却損 0

受取利息及び受取配当金 △1,148

支払利息 388

為替差損益（△は益） 778

投資有価証券売却損益（△は益） △12

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △3,024

未収消費税等の増減額（△は増加） 27

未払消費税等の増減額（△は減少） 170

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,864

その他の流動負債の増減額（△は減少） △403

その他 △337

小計 5,783

利息及び配当金の受取額 1,149

利息の支払額 △377

法人税等の支払額 △4,997

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,557

投資活動によるキャッシュ・フロー  

短期貸付けによる支出 △11

有形固定資産の取得による支出 △42

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △50

投資有価証券の取得による支出 △289

投資有価証券の売却による収入 23

長期貸付けによる支出 △51

長期貸付金の回収による収入 17

投資その他の資産の増加に伴う支出 △47

投資その他の資産の減少に伴う収入 43

その他の固定負債の増加に伴う収入 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △393

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,000

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 4,000

長期借入れによる収入 23,800

長期借入金の返済による支出 △11,481

配当金の支払額 △2,332

自己株式の取得による支出 △10,001

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,985

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,104

現金及び現金同等物の期首残高 30,574

現金及び現金同等物の四半期末残高 38,678

㈱ジャフコ(8595) 平成21年３月期　第３四半期決算短信

7



 

 

 

 

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。 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成 20 年４月 25 日開催の取締役会決議により、会社法第 459 条第１項の規定に基づく自

己株式の取得を実施いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間においては、自己株式が

100 億１百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末における自己株式は 200 億７千１百万円となっ

ております。 

 

（６）有価証券に関する注記 

その他有価証券で時価のあるもの     (単位：百万円) 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

 種  類 
取得原価 

四半期 
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 1,961 5,624 3,663

(2)債 券 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小  計 1,961 5,624 3,663

投資有価証券に属す
るもの 

 

(1)株 式 12,293 25,462 13,169

(2)債 券 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小  計 12,293 25,462 13,169

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

合  計 14,254 31,087 16,832

営業投資有価証券に
属するもの 

   

(1)株 式 7,829 3,589 △4,239

(2)債 券 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小  計 7,829 3,589 △4,239

投資有価証券に属す
るもの 

 

(1)株 式 1,482 1,482 △    0

(2)債 券 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小  計 1,482 1,482 △    0

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

合  計 9,311 5,072 △4,239

総  計 23,566 36,159 12,593

（注）当第３四半期連結会計期間末において、投資有価証券について 13 億２千１百万円の減損処理 
を行っております。 
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「参考資料」
前年同四半期に係る財務諸表

【四半期連結損益計算書】

（第３四半期連結累計期間）

　以下に記載されている四半期連結損益計算書は、当社グループが管理運営する投資事業組合を

連結子会社として連結の範囲に含めております。

（単位：百万円）

売上高

営業投資有価証券売上高 41,236

その他の売上高 370

売上高合計 41,606

売上原価

営業投資有価証券売上原価 23,658

その他の原価 2,171

売上原価合計 25,830

売上総利益 15,776

投資損失引当金繰入額(△戻入額） 4,174

部分純資産直入法に基づく 2,007
営業投資有価証券評価損（△戻入益）

差引売上総利益 9,595

販売費及び一般管理費 5,089

営業利益 4,506

営業外収益

受取利息 589

受取配当金 1,031

為替差益 18

雑収入 24

営業外収益合計 1,664

営業外費用

支払利息 425

投資有価証券評価損 11

借入関連費用 423

持分法による投資損失 72

雑損失 37

営業外費用合計 969

経常利益 5,201

特別利益

固定資産売却益 8

特別利益合計 8

特別損失

固定資産除却損 1

固定資産売却損 2

投資有価証券評価損 5

会員権評価損 1

特別損失合計 10

税金等調整前四半期純利益 5,199

法人税、住民税及び事業税 3,235

法人税等調整額 △   406

法人税等合計 2,828

少数株主損失（△） △ 2,896

四半期純利益 5,267

自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日

前第３四半期連結累計期間
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＜参考情報：自己持分方式による連結決算情報＞ 

 

当社は、平成 19 年 12 月７日付で、金融商品取引法上の第二種金融商品取引業者及び投資運用業者として

の登録を完了いたしました。これに伴い、投資事業組合財産の分別管理態勢を再構築したことなどにより、

当社グループが管理運営する投資事業組合については、前連結会計年度末より、連結の範囲から除外するこ

とといたしました。 

ただし、当該投資事業組合については、前連結会計年度においては、損益計算書のみ連結しております。 

上記連結範囲の変更に伴い、当第３四半期連結累計期間の連結決算数値は、当社グループの持分のみを反

映する従来の方法（以下「自己持分方式」という）による数値となりましたが、当社といたしましては、当

社グループの経営成績及び財政状態を期間比較性の確保の観点から明らかにするため、参考情報として「自

己持分方式」による前連結会計年度の経営成績と比較した連結決算情報の開示も継続して行います。 
以下に記載されている連結決算数値は、当第３四半期・前期・前第３四半期とも、当社グループの持分の

みを反映した「自己持分方式」によるものであります。 

 

対前年通期比較について 

当社は、その事業特性から収益水準の振幅が大きくなるため、前年同期との比較に替え、年換算した当

第３四半期の実績（当第３四半期実績／３×４）の前連結会計年度通期実績に対する割合を示す「対前期

比」による比較を行っております。当該比較による「連結[自己持分方式]経営成績」「連結[自己持分方式]

財政状態」は、次のとおりであります。 

 

 

平成 21 年３月期 第３四半期決算短信[自己持分方式] 
（平成 20 年４月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日） 

（百万円未満切捨て） 

１. 平成 21 年３月期第３四半期の連結[自己持分方式]業績（平成 20 年４月 1日～平成 20年 12 月 31 日） 

 
(1) 連結[自己持分方式]経営成績（累計） 

［自己持分方式］ 
21年３月期第３四半期

(Ａ) 

20 年３月期通期 

(B) 
対前期比 

［(A)／3×4］／(B) 
 20 年３月期第３四半期

 百万円 百万円    ％  百万円

売 上 高 18,009 40,315 59.6  27,917 

営 業 利 益 △ 992 10,891 ―  7,139 

経 常 利 益 △ 582 11,761 ―  8,271 

四 半 期 純 利 益 △ 851 7,639 ―  5,541 

 

［自己持分方式］ 21年３月期第３四半期 20 年３月期通期 20年３月期第３四半期 

 円   銭 円   銭 円   銭 

１株当たり 

四半期純利益 
△18.88 163.26  118.41 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益 

 － －  － 

(2) 連結[自己持分方式]財政状態                     

［自己持分方式］ 21年３月期第３四半期 20 年３月期通期 20年３月期第３四半期 

  

総 資 産（百万円） 162,158 178,161 197,356   

純 資 産（百万円） 107,465 133,212 146,958   

自己資本比率（％） 66.1 74.6     74.3  

１株当たり純資産（円 銭） 2,415.07 2,841.09 3,135.27   

（参考） 自己資本 21 年３月期第３四半期 107,158 百万円   20 年３月期 132,949 百万円 
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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 － －  － 50.00 50.00 

21 年３月期 － － －   

21 年３月期（予想）    － － 

（注） 配当予想の当四半期における修正の有無 無 

期末配当は未定であります。 
 

３. 平成 21 年３月期の連結業績[自己持分方式]予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

当社はその事業特性から国内・海外の株式市場並びに新規公開市場の影響を強く受け、収益水準の振
幅が大きくなるため、業績予想を合理的に行うことは困難であります。従って業績予想は行わず、四半
期決算の迅速な開示をすることとしております。 

 
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）： 無 

(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   ： 有 

① 簡便な会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がな

く、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末にお

いて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年

度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められ

た場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著

しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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（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 

(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３四半期 48,294,336 株 20 年３月期 48,294,336 株 

② 期末自己株式数           21 年３月期第３四半期  3,923,589 株  20 年３月期  1,498,979 株 

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

21 年３月期第３四半期 45,104,622 株  20 年３月期第３四半期 46,795,854 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) 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) 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第 18 号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による損益への

影響はありません。 
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【[自己持分方式]定性的情報・財務諸表等】 

 

１．連結経営成績[自己持分方式]に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の主な営業活動の状況は、次のとおりであります。 

 

（投資実行の状況） 

当第３四半期連結累計期間の当社グループ及び投資事業組合の投資実行額及び投資会社数は、

287 億８千３百万円で 99 社（前年通期 407 億７千６百万円、189 社）となりました。詳細は 15 ペ

ージに記載のとおりであります。 

 

（キャピタルゲイン[自己持分方式]と新規上場の状況）  

営業投資有価証券売上高 107 億２千６百万円（前年通期 333 億８千９百万円）のうち、配当金

及び債券利子を除く株式等売却高は 102 億９千５百万円（前年通期 325 億６千１百万円）であり

ます。これに伴うキャピタルゲインは、上場株式の売却によるものが９億９千６百万円（前年通

期 118 億２千９百万円）、上場株式以外によるものが８億６百万円（前年通期 48 億２千１百万円）

で、結果、18 億２百万円（前年通期 166 億５千１百万円）となりました。 

また、当社グループ及び投資事業組合の投資先からの新規上場会社数は、国内９社、海外２社

（前年通期国内 29 社、海外６社）となりました。詳細は 15～18 ページに記載のとおりでありま

す。 

なお、営業投資有価証券売上原価 90 億３千３百万円（前年通期 166 億７百万円）に含まれる強

制評価損は、５億４千万円（前年通期６億９千６百万円）であります。 

（単位：百万円） 

[自己持分方式] 

当第３四半期 

連結累計期間(A) 

自 平成 20 年４月１日
至 平成 20 年 12 月 31 日

前連結会計年度(B)

自 平成 19 年４月１日
至 平成 20年３月 31日

対前期比（%）

[(A)/3×4]/(B) 

前第３四半期 

連結累計期間 

自 平成 19年４月１日
至 平成 19 年 12 月 31 日

営業投資有価証券 

売上高 
10,726 33,389 42.8 

 
22,716 

 売却高 （①） 10,295 32,561 42.2  21,958 

 配当金・債券利子 430 827 69.4  757 

営業投資有価証券 

売上原価 
9,033 16,607 72.5  11,436 

 売却原価（②） 8,493 15,910 71.2  10,765 

 強制評価損 540 696 103.5  671 

キャピタルゲイン（①－②） 1,802 16,651 14.4  11,192 

 

（投資残高［自己持分方式］の状況） 

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、△５億７千６百万円（前期末 55

億６千２百万円）であり、時価が取得原価を超えるものが 36 億６千３百万円（前期末 80 億３千

１百万円）、時価が取得原価を超えないものが 42 億３千９百万円（前期末 24 億６千８百万円）

であります。 

なお、時価が取得原価を超えないものの評価差額（評価差損）は、部分純資産直入法により評

価損として計上しております。当第３四半期連結累計期間の評価損計上額は、17億７千２百万円

（前年通期 17 億２千４百万円）となりました。 

以上のような投資・売却・時価変動等の結果、当第３四半期連結会計期間末の営業投資有価証

券の投資残高は、935 億１千２百万円（前期末 983 億５百万円）となりました。 
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時価のある営業投資有価証券の取得原価と時価の差額             （単位：百万円） 

[自己持分方式] 

当第３四半期 

連結会計期間末 

平成 20 年 12 月 31 日

前連結会計年度末 

平成 20 年３月 31 日

前第３四半期 

連結会計期間末 

平成 19 年 12 月 31 日

時価のある営業投資有価証券 

の取得原価と時価の差額 
△ 576 5,562 12,072 

 時価が取得原価を 

超えるもの 
3,663 8,031 13,738 

 時価が取得原価を 

超えないもの 
△4,239 △2,468 △1,665 

 

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損              （単位：百万円）         

[自己持分方式] 

当第３四半期 

連結累計期間 

自 平成 20 年４月１日 
至 平成 20年 12 月 31 日  

前連結会計年度 

自 平成 19 年４月１日 
至 平成 20年３月 31日 

前第３四半期 

連結累計期間 

自 平成 19 年４月１日 
至 平成 19年 12 月 31 日  

部分純資産直入法に基づく 

営業投資有価証券評価損 
1,772 1,724 919 

   

（投資損失引当金［自己持分方式］の状況） 

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。 

個別銘柄ごとには、原則として回収見込額が取得原価の 70％未満になったものを引当し、個別

引当対象にならなかった未上場残高に対しても一定の一括引当を行うこととしております。 

当第３四半期連結累計期間の繰入は、69 億８千６百万円（前年通期 68 億２百万円）で、個別

引当 70 億７千４百万円（前年通期 71 億９千８百万円）と一括引当△８千８百万円（前年通期△

３億９千６百万円）によるものであります。 

一方、引当銘柄の売却、強制評価損等により 39 億１千９百万円（前年通期 50 億７千３百万円）

を取崩した結果、投資損失引当金繰入額（純額）は 30 億６千６百万円（前年通期 17 億２千９百

万円）となりました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末の投資損失引当金残高は 240 億５千万円（前期末 210

億２千８百万円）となり、営業投資有価証券未上場残高に対する引当率は 28.5％（前期末 25.2％）

となりました。 

   （単位：百万円） 

［自己持分方式］ 

当第３四半期 

連結累計期間（A）

自 平成 20 年４月１日
至 平成 20年 12 月 31 日

前連結会計年度(B)

自 平成 19 年４月１日
至 平成 20年３月 31日

対前期比（%） 

[(A)/3×4]/(B) 

 

前第３四半期 

連結累計期間 

自 平成 19 年４月１日
至 平成 19 年 12 月 31 日

投資損失引当金繰入額（①） 6,986 6,802 136.9  5,367 

 個別繰入額 7,074 7,198 131.0  5,442 

 一括繰入（△取崩）額 △ 88 △396 29.6  △ 74 

投資損失引当金取崩額（②） 3,919 5,073 103.0  4,000 

 個別取崩額 3,919 5,073 103.0  4,000 

投資損失引当金繰入額 

(純額)(①-②) 
3,066 1,729 236.4  1,367 
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（単位：百万円） 

［自己持分方式］ 

当第３四半期 

連結会計期間末 

平成 20年 12月 31日

前連結会計年度末 

平成 20 年３月 31 日

前第３四半期 

連結会計期間末 

平成19年 12月 31日 

投資損失引当金残高 24,050 21,028  20,737 

営業投資有価証券 

未上場残高に対する引当率
28.5％ 25.2％  23.1％ 

 

（投資事業組合の管理運営業務［自己持分方式］） 

当第３四半期連結累計期間のこの業務による収入は、71 億円（前年通期 65 億５千６百万円）と

なり、その内訳は以下のとおりであります。 

（単位：百万円） 

［自己持分方式］ 

当第３四半期 

連結累計期間（A）

自 平成 20 年４月１日
至 平成 20年 12 月 31 日

前連結会計年度(B)

自 平成 19 年４月１日
至 平成 20年３月 31日

対前期比（%） 

[(A)/3×4]/(B) 

前第３四半期 

連結累計期間 

自 平成 19 年４月１日
至 平成 19 年 12 月 31 日

投資事業組合管理収入 7,100 6,556 144.4  4,918 

 管理報酬 5,051 6,156 109.4  4,529 

 成功報酬 2,049 399 683.8  388 

（注）管理報酬及び成功報酬は、当社グループの出資持分相当額相殺後の金額となっております。 

 

（キャッシュ・フローの状況［自己持分方式］） 

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、15 億５千７百万円のキャ

ッシュインフロー（前年通期 47 億２千３百万円のキャッシュインフロー）となりました。これは

主に営業投資有価証券の回収を進めたことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億９千３百万円のキャッシュアウトフロー（前年通

期１億９千７百万円のキャッシュアウトフロー）となりました。これは主に投資有価証券及び固

定資産の取得によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、79 億８千５百万円のキャッシュインフロー（前年通期

１億４千５百万円のキャッシュインフロー）となりました。これは主に借入の増加によるもので

あります。 

現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は 386 億７千８百万円（前期末 305 億

７千４百万円）となりました。 

 

 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績［自己持分方式］は、売上高 180 億９百万円

（前年通期 403 億１千５百万円）、経常損失５億８千２百万円（前年通期経常利益 117 億６千１百万

円）、当第３四半期純損失８億５千１百万円（前年通期純利益 76 億３千９百万円）となりました。 
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２．投資実行額及び新規上場（ＩＰＯ）の状況 

 

(１) 投資実行額                                （単位：百万円） 

当第３四半期 

連結累計期間 

自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年 12 月 31 日 

前連結会計年度 

自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日 

 

前第３四半期 

連結累計期間 

自 平成 19 年４月１日

至 平成 19 年 12 月 31 日

 

金額(A) 社数 金額(B) 社数 

対前期比(％)

[(A)/3×4]/(B)

 金額 社数

エクイティ    

 （日本） 19,606 50 24,941 118 104.8  22,858 98

 （米国） 6,380 20 6,422 22 132.5  5,763 16

 （ヨーロッパ） － － － － －  － －

 （アジア） 2,150 12 7,731  28 37.1  6,013 27

社債 － － － － －  － －

小計 28,137 82 39,094 168 96.0  34,635 141

ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙﾌｧﾝﾄﾞ
等への出資 

646 17 1,681 21 51.2  1,454 20

合計 28,783 99 40,776 189 94.1  36,089 161

(注) １.「投資実行額」は、当社グループ及び投資事業組合の合計であります。 

２.「ベンチャーキャピタル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。 

３．外貨建の投資実行額については各決算期末為替レートで換算しております。 

４．投資先会社に「エクイティ」と「社債」で投資している場合、「社数」欄の「小計」及び「合計」は 

1 社として計算しております。 

(２) 新規上場（ＩＰＯ）の状況 

（国内）                              （単位：百万円） 

 

 

当第３四半期 

連結累計期間 

自 平成 20 年４月１日

至 平成 20 年 12 月 31 日

前連結会計年度 

自 平成 19 年４月１日

至 平成 20 年３月 31 日

前第３四半期 

連結累計期間 

自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年 12 月 31 日 

社数（社） 9 29 25 

投資額① 3,637 7,445 6,000 

初値評価額② 3,296 17,743 16,514 

倍率②/①（倍） 0.9 2.4 2.8 

（注）投資額及び初値評価額（株数×初値）は、当社グループ及び投資事業組合の合計であります。 
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（海外）                              （単位：百万円） 

 

 

当第３四半期 

連結累計期間 

自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年 12 月 31 日 

前連結会計年度 

自 平成 19 年４月１日

至 平成 20 年３月 31 日

前第３四半期 

連結累計期間 

自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年 12 月 31 日 

社数（社） 2 6 5 

投資額① 662 2,607 2,513 

初値評価額② 355 7,227 7,088 

倍率②/①（倍） 0.5 2.8 2.8 

（注）投資額及び初値評価額（株数×初値）は、当社グループ及び投資事業組合の合計であります。 

 

 

(３) 新規上場（ＩＰＯ）投資先会社一覧 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

投 資 先 会 社 名 上場年月日 上 場 市 場 事 業 内 容 
本 社 

所在地 

㈱イナリサーチ 平成20年６月25日 ＪＡＳＤＡＱ
医薬品非臨床試験受託、食品試験受託及び脱

臭装置の設計・販売 
長野県 

㈱イデアインターナショナル 平成20年７月28日 ヘラクレス
ライフスタイル商品（家電・化粧品・時計・

文具・雑貨等）の企画開発・販売 
東京都 

㈱成学社 平成20年８月22日 ＪＡＳＤＡＱ 学習塾の経営等 大阪府 

㈱サニーサイドアップ 平成20年９月５日 ヘラクレス

1)ＰＲ（広報）・ＳＰ（販促）におけるコン

サルティングから戦略・施策の企画立案、実

施 2)アスリート・スペシャリスト（アーテ

ィスト・文化人等）のマネジメント 3)各種

コンテンツの企画・制作 

東京都 

㈱データホライゾン 平成20年９月19日 マザーズ 
ジェネリック医薬品通知サービス等の医療関

連情報事業 
広島県 

㈱メディサイエンスプラニング 平成20年10月７日 ヘラクレス

製薬会社等との契約に基づく、製薬会社等の

行う臨床試験等の運営・管理に係る各種業務

の一部又は全部の受託 

東京都 

㈱アサカ理研 平成20年11月６日 ＪＡＳＤＡＱ
電子部品等からの貴金属の回収精錬、治具洗

浄及び工業用薬品製造等 
福島県 

らでぃっしゅぼーや㈱ 平成20年12月９日 ＪＡＳＤＡＱ
会員に対する戸別宅配及び百貨店・スーパー

等への卸売による販売 
東京都 

国内：９社 

㈱リックコーポレーション 平成20年12月17日 ヘラクレス ホームセンター及びペットショップの運営 岡山県 

A8 Digital Music Holdings 

Limited 
平成20年６月12日 香港 携帯電話向け着メロ、楽曲等配信サービス 中国 

海外：２社 
ZENTEL ELECTRONICS  

CORPORATION 
平成20年10月21日 台湾 

コンシューマエレクトロニクス向け DRAM の

開発・設計・製造 
台湾 

海外企業の本社所在地は、主たる営業地域又は実質的な本社所在地を基準に記載しております。 
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）  

投 資 先 会 社 名 上場年月日 上 場 市 場 事 業 内 容 
本 社 

所在地 

㈱エイチアイ 平成19年４月12日 ＪＡＳＤＡＱ

コンピュータソフトウェアの企画・開発・販

売・サポート及び３Ｄコンテンツの企画・制

作 

東京都 

㈱八千代銀行 平成19年４月19日 東京１ 銀行業 東京都 

アジア・メディア・ 

カンパニー・リミテッド 
平成19年４月26日 マザーズ 

中国におけるCATV向け無料TVガイドチャンネ

ル運営事業 
中国 

日本テクノ・ラボ㈱ 平成19年５月22日 アンビシャス
ソフト開発、販売及びシステムインテグレー

ション等 
東京都 

㈱タケエイ 平成19年５月30日 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

㈱マネーパートナーズ 平成19年６月21日 ヘラクレス 外国為替証拠金取引事業 東京都 

㈱ＵＢＩＣ 平成19年６月26日 マザーズ 
コンピュータ不正調査及び米国訴訟における電

子データの証拠開示支援等 
東京都 

㈱きちり 平成19年７月６日 ヘラクレス 飲食店「KICHIRI」等の運営 大阪府 

㈱ディア・ライフ 平成19年８月２日 マザーズ 

レジデンス等の不動産物件の企画・開発・販売

事業、不動産の投資・運用業務の受託、並びに

不動産業界への人材派遣業務等 

東京都 

㈱フルスピード 平成19年８月２日 マザーズ 
SEOコンサル事業及びインターネット広告代

理業等 
東京都 

㈱トリケミカル研究所 平成19年８月３日 ヘラクレス 
半導体・光ファイバー用等高純度化学材料の

研究開発・製造・販売 
山梨県 

㈱ジーエヌアイ 平成19年８月31日 マザーズ 医薬品の研究・開発 東京都 

㈱オストジャパングループ 平成19年９月10日 アンビシャス
調剤薬局及び福祉施設の運営、化粧品の開発

製造他 
北海道 

野村マイクロ・サイエンス㈱ 平成19年10月５日 ＪＡＳＤＡＱ
超純水製造装置の設計・施工・販売とそのメ

ンテナンス、並びに消耗品の販売 
神奈川県

日本マニュファクチャリン

グサービス㈱ 
平成19年10月25日 ＪＡＳＤＡＱ

製造請負、製造派遣、製造受託、修理受託及

び技術者派遣等の各種サービスを提供する製

造アウトソーシング事業 

東京都 

㈱駐車場綜合研究所 平成19年10月30日 マザーズ 駐車場の管理運営及びコンサルティング 東京都 

㈱地域新聞社 平成19年10月31日 ヘラクレス 

フリーペーパー「地域新聞」の発行，「地域新

聞」へのチラシ折込配布及び販売促進総合支

援 

千葉県 

日本商業開発㈱ 平成19年11月８日 セントレックス
不動産ソリューション事業、デベロッパー・

エージェント事業等 
大阪府 

㈱メガロス 平成19年11月９日 ＪＡＳＤＡＱ
スポーツクラブの運営及びスポーツ用品等の

販売 
東京都 

㈱ユビキタス 平成19年11月13日 ＮＥＯ 

ユビキタス・ネットワーク社会に対応した家

電製品や情報通信機器向け通信ソフトウェア

の開発・販売等のネットワーク・ソリューシ

ョンを提供 

東京都 

シナジーマーケティング㈱ 平成19年11月20日 ヘラクレス 

CRM関連製品並びにサービスの企画・ソフト開

発・提供、CRM戦略構築支援並びに各種CRM業

務の代行 

大阪府 

㈱ＭＩＣメディカル 平成19年11月30日 ＪＡＳＤＡＱ
医療品・医療機器等の開発支援事業を行うＣ

ＲＯ機関 
東京都 

㈱スタートトゥディ 平成19年12月11日 マザーズ 

ファッション総合情報サイト「ZOZORESORT」

等の運営によるインターネットショッピング

モール事業 

千葉県 

国内：29社 

ＣＤＳ㈱ 平成19年12月18日 ヘラクレス 

製品開発・生産技術分野における３Ｄ－ＣＡ

Ｄを用いた設計業務支援及び製品取扱説明書

等のドキュメント類の作成等 

愛知県 
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）  

投 資 先 会 社 名 上場年月日 上 場 市 場 事 業 内 容 
本 社 

所在地 

㈱ジャパン・ティッシュ・ 

エンジニアリング 
平成19年12月21日 ＮＥＯ 

培養皮膚・培養軟骨など再生組織の研究開発

及び製造・販売 
愛知県 

㈱スーパーバリュー   平成20年２月15日 ＪＡＳＤＡＱ
食品スーパーとホームセンターを併設した複

合型小売店舗の展開 
埼玉県 

ナノキャリア㈱ 平成20年３月５日 マザーズ 
ナノテクノロジーによる抗がん剤等、医薬品

の研究・開発 
千葉県 

㈱エス・エム・エス 平成20年３月13日 マザーズ 
インターネットを通じた、介護・医療業界向

けの人材紹介事業、求人広告事業など 
東京都 

国内：29社 

カルナバイオサイエンス㈱ 平成20年３月25日 ＮＥＯ 

キナーゼ阻害薬の創薬基盤技術を用いた、製

品・サービスの販売（創薬支援）及び医薬品

の研究・開発（創薬） 

兵庫県 

LDK SOLAR CO.,LTD  平成19年６月１日
ニューヨーク

証券取引所 

太陽電池向けポリシリコン・ウェハーの製

造・販売 
中国 

INFINERA CORPORATION 平成19年６月７日 ＮＡＳＤＡＱ
インジウム(InP)ベースICを使用した光通信

機器の開発・販売 
米国 

UNI-ASIA FINANCE 

           CORPORATION 
平成19年８月17日 シンガポール

アジアベースのストラクチャードファイナン

スアレンジメント並びにオールタナティブ投

資会社 

香港 

LGS Co.,LTD. 平成19年10月12日 ＫＯＳＤＡＱ 液晶ディスプレイ向けプリズムシート開発 韓国 

ARYx Therapeutics,Inc. 平成19年11月７日 ＮＡＳＤＡＱ
副作用を有する医薬品の化学構造改良による

新規医薬品開発 
米国 

海外：６社 

FAVITE Inc.  平成20年１月31日 台湾 
液晶パネル生産工程における自動光学検査装

置開発・製造 
台湾 

海外企業の本社所在地は、主たる営業地域又は実質的な本社所在地を基準に記載しております。 

上記のほか、当連結会計年度に株式交換・合併により上場会社に買収され、上場会社の株式を取得した主な
投資先は以下のとおりであります。 

㈱アイアイジェイテクノロジー、㈱オリンピア、Fiberxon, Inc.、JRD Communication Inc. 
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３．投資事業組合の設立の状況 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

(1)新規に設立した投資事業組合                                   

［円建ファンド］                       （単位：億円） 

ファンド名称 コミットメント総額

ジャフコ・スーパーＶ３－J号投資事業有限責任組合 236 

計 236 

前連結会計年度に設立したジャフコ・スーパーＶ３－Ｐ号投資事業有限責任組合（スーパーＶ３シ

リーズ）の当社出資持分の一部を切り離し、切り離した出資持分を現物出資することにより設立し

たものであります。 

  

(2)前期に設立し、コミットメント総額が増加した投資事業組合               

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

(1)新規に設立した投資事業組合     

［円建ファンド］                       （単位：億円） 

ファンド名称 コミットメント総額

スーパーＶ３シリーズ 1,485 

計 1,485 

 

［米ドル建ファンド］                    （単位：百万米ドル） 

ファンド名称 コミットメント総額

JAFCO Technology Partners Ⅲ, L.P.（ｼﾞｬﾌｺｱﾒﾘｶ・ＩＴﾌｧﾝﾄﾞⅢ） 150 

JAFCO Asia Technology Fund Ⅳ L.P. 200 

計 350 

  

(2)前期に設立し、コミットメント総額が増加した投資事業組合 

該当事項はありません。 
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４.自己持分方式による四半期連結財務諸表

（１）自己持分方式による四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

            期　　　別 前第３四半期

増減 連結会計期間末

（平成19年12月31日）

　　科　　　目 金　　額 構成比  金　　額 構成比    金　　額 金　　額

（資産の部） % %

Ⅰ. 流動資産

現金及び預金 26,066 20,050 6,016 17,092

営業投資有価証券 93,512 98,305 △  4,793 110,872

投資損失引当金 △ 24,050 △ 21,028 △  3,022 △ 20,737

有価証券 12,611 10,524 2,087 11,312

短期貸付金 -         2 △      2 3

繰延税金資産 12,214 8,406 3,807 4,577

その他 3,588 8,457 △  4,868 3,841

貸倒引当金 △    134 △  　 67 △     66 △     67

流動資産合計 123,809 76.4 124,651 70.0 △　  841 126,894

Ⅱ. 固定資産

1.　有形固定資産 363 0.2 440 0.2 △     76 489

2.　無形固定資産 192 0.1 201 0.1 △      8 188

3.  投資その他の資産

投資有価証券 36,555 51,632 △ 15,077 68,530

出資金 42 29 12 34

長期貸付金 175 141 33 146

繰延税金資産 114 126 △     12 143

その他 906 937 △     31 929

投資その他の資産合計 37,793 23.3 52,868 29.7 △ 15,075 69,783

固定資産合計 38,349 23.6 53,510 30.0 △ 15,160 70,461

資産合計 162,158 100.0 178,161 100.0 △ 16,002 197,356

当第３四半期

連結会計期間末

（平成20年12月31日）

前連結会計年度末に係る

要約連結賃借対照表

（平成20年３月31日）
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(単位：百万円)

            期　　　別 前第３四半期

増減 連結会計期間末

（平成19年12月31日）

　　科　　　目 金　　額 構成比  金　　額 構成比    金　　額 金　　額

（負債の部） % %

Ⅰ. 流動負債

短期借入金 4,000 -         4,000 -            

１年内返済予定の長期借入金 18,590 13,325 5,264 12,055

コマーシャル・ペーパー 4,000 -         4,000 4,000

未払法人税等 84 4,020 △  3,935 1,752

繰延税金負債 216 367 △    150 768

賞与引当金 187 -         187 -            

役員臨時報酬引当金 -         171 △    171 -            

その他 1,302 1,516 △    214 1,039

流動負債合計 28,381 17.5 19,402 10.9 8,979 19,616

Ⅱ. 固定負債

長期借入金 21,237 14,183 7,054 12,501

繰延税金負債 4,383 10,668 △  6,285 17,581

退職給付引当金 570 585 △     15 589

その他 122 109 12 109

固定負債合計 26,312 16.2 25,546 14.3 766 30,781

負債合計 54,693 33.7 44,948 25.2 9,745 50,397

（純資産の部）

Ⅰ. 株主資本 

1. 資本金 33,251 20.5 33,251 18.7 -        33,251

2. 資本剰余金 32,806 20.2 32,806 18.4 -        32,806

3. 利益剰余金 55,991 34.5 59,182 33.2 △  3,191 57,083

4. 自己株式 △ 20,071 △ 12.3 △  10,070 △ 5.6 △ 10,001 △ 10,070

株主資本合計 101,977 62.9 115,169 64.7 △ 13,192 113,071

Ⅱ. 評価 ・換算差額等

1. その他有価証券評価差額金 7,506 4.6 19,247 10.8 △ 11,740 34,096

2. 為替換算調整勘定 △ 2,325 △ 1.4 △   1,467 △ 0.8 △    858 △    451

評価 ・換算差額等合計 5,180 3.2 17,780 10.0 △ 12,599 33,645

Ⅲ. 新株予約権 253 0.2 225 0.1 28 197

Ⅳ. 少数株主持分 53 0.0 37 0.0 15 44

純資産合計 107,465 66.3 133,212 74.8 △ 25,747 146,958

負債純資産合計 162,158 100.0 178,161 100.0 △ 16,002 197,356

前連結会計年度末に係る

要約連結賃借対照表

（平成20年３月31日）

当第３四半期

連結会計期間末

（平成20年12月31日）
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（２）自己持分方式による四半期連結損益計算書
       （単位：百万円）

  期　　　別　

　科　　　目 金　　額 百分比 金　　額 百分比 比率 金　　額 百分比

％ ％ ％ ％

Ⅰ. 売上高 18,009 100.0 40,315 100.0 59.6 27,917 100.0

営業投資有価証券売上高 10,726 33,389 22,716

投資事業組合管理収入 7,100 6,556 4,918

その他の売上高 182 369 283

Ⅱ. 売上原価 9,610 53.4 19,154 47.5 66.9 13,405 48.0

営業投資有価証券売上原価 9,033 16,607 11,436

その他の原価 576 2,546 1,969

売上総利益 8,399 46.6 21,161 52.5 52.9 14,511 52.0

投資損失引当金繰入額(△戻入額） 3,066 17.0 1,729 4.3 236.4 1,367 4.9

部分純資産直入法に基づく

営業投資有価証券評価損（△戻入益）

差引売上総利益 3,560 19.8 17,707 43.9 26.8 12,224 43.8

Ⅲ. 販売費及び一般管理費 4,553 25.3 6,816 16.9 89.1 5,084 18.2

営業利益又は営業損失（△） △　 992 △  5.5 10,891 27.0 - 7,139 25.6

Ⅳ. 営業外収益 1,223 6.8 1,474 3.7 110.7 1,426 5.1

受取利息 169 404 345

受取配当金 978 1,048 1,031

為替差益 -         -         30

投資有価証券評価損戻入益 24 -         -

雑収入 50 21 18

Ⅴ. 営業外費用 813 4.5 604 1.5 179.4 294 1.1

支払利息 388 363 266

投資有価証券評価損 -         19 11

為替差損 393 206 -

雑損失 31 15 15

経常利益又は経常損失（△） △　 582 △  3.2 11,761 29.2 - 8,271 29.6

Ⅵ. 特別利益 14 0.1 11 0.0 170.2 8 0.0

固定資産売却益 0 7 8

投資有価証券売却益 12 3 -         

会員権売却益 0 -         -         

Ⅶ. 特別損失 1,321 7.4 10 0.0 - 10 0.0

固定資産除却損 0 1 1

固定資産売却損 -         2 2

投資有価証券評価損 1,321 5 5

会員権評価損 -         1 1

税金等調整前四半期純利益

又は税金等調整前四半期純損失（△）

法人税、住民税及び事業税 1,077 6.0 5,527 13.7 26.0 3,235 11.6

法人税等調整額 △ 2,123 △ 11.8 △ 1,396 △ 3.5 202.7 △　 499 △ 1.8

法人税等合計 △ 1,045 △  5.8 4,130 10.2 - 2,736 9.8

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 0.0 △　　 8 △ 0.0 - △ 　  7 △ 0.0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △　 851 △  4.7 7,639 19.0 - 5,541 19.8

- 8,270 29.6△ 1,889 △ 10.5 11,762 29.2

当第３四半期 前連結会計年度の 前第３四半期
連結累計期間(A) 要約連結損益計算書（B) 対前期比 連結累計期間

自 平成20年４月１日 自 平成19年４月１日 ［(A)/3×4］ 自 平成19年４月１日
至 平成20年12月31日 至 平成20年３月31日 /(B) 至 平成19年12月31日

137.0 919 3.31,772 9.8 1,724 4.3
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（３）自己持分方式による四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

税金等調整前四半期純利益
又は税金等調整前四半期純損失（△）

△  1,889 11,762

減価償却費 170 232

投資損失引当金の増減額（△は減少） 3,066 1,729

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66 35

賞与引当金の増減額（△は減少） 187 -                    

役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） △    171 △      7

退職給付引当金の増減額（△は減少） △     15 △     48

部分純資産直入法に基づく
営業投資有価証券評価損（△は戻入益）

1,772 1,724

投資有価証券評価損（△は戻入益） △     24 24

投資有価証券評価損（特別損失） 1,321 -                    

会員権評価損 -                    1

会員権売却損益（△は益） △      0 -                    

固定資産売却損益（△は益） △      0 △ 　　 5

有形固定資産除却損 0 1

受取利息及び受取配当金 △  1,148 △  1,452

支払利息 388 363

為替差損益（△は益） 778 206

投資有価証券売却損益（△は益） △     12 △      3

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △  3,024 941

前受金の増減額（△は減少） -                    △  1,329

未収消費税等の増減額（△は増加） 27 △     27

未払消費税等の増減額（△は減少） 170 △     73

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,864 △  7,508

その他の流動負債の増減額（△は減少） △    403 397

その他 △    337 228

小　　　　　　　計 5,783 7,192

利息及び配当金の受取額 1,149 1,453

利息の支払額 △    377 △    351

法人税等の支払額 △  4,997 △  3,570

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,557 4,723

短期貸付けによる支出 △     11 -                    

有形固定資産の取得による支出 △     42 △    197

有形固定資産の売却による収入 0 7

無形固定資産の取得による支出 △     50 △     94

投資有価証券の取得による支出 △    289 -                    

投資有価証券の売却による収入 23 73

長期貸付けによる支出 △     51 -                    

長期貸付金の回収による収入 17 49

投資その他の資産の増加に伴う支出 △     47 △     54

投資その他の資産の減少に伴う収入 43 18

その他の固定負債の増加に伴う収入 12 -                    

投資活動によるキャッシュ・フロー △    393 △    197

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,000 -                    

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 4,000 -                    

長期借入れによる収入 23,800 15,800

長期借入金の返済による支出 △ 11,481 △ 13,310

配当金の支払額 △  2,332 △  2,339

自己株式の取得による支出 △ 10,001 △      4

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,985 145

Ⅳ. 現金及び現金同等物に係る換算差額 △  1,044 △    826

Ⅴ. 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,104 3,845

Ⅵ. 現金及び現金同等物の期首残高 30,574 26,729

Ⅶ. 現金及び現金同等物の四半期末残高 38,678 30,574

Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー

 当第３四半期
 連結累計期間

自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

前連結会計年度

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

科　　目

期
別

科　　目

期　　　別
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（４）自己持分方式による有価証券に関する注記 

 その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：百万円) 

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) 

前第３四半期連結会計期間末
(平成19年12月31日) 

 種  類 

取得原価 

四半期
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 

四半期
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 1,961 5,624 3,663 3,130 11,161 8,031 4,384 18,122 13,738

(2)債 券 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小  計 1,961 5,624 3,663 3,130 11,161 8,031 4,384 18,122 13,738

投資有価証
券に属する
もの 

  

(1)株 式 12,293 25,462 13,169 15,037 42,215 27,178 15,037 59,051 44,014

(2)債 券 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小  計 12,293 25,462 13,169 15,037 42,215 27,178 15,037 59,051 44,014

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

合  計 14,254 31,087 16,832 18,167 53,377 35,209 19,421 77,173 57,752

営業投資有
価証券に属
するもの 

         

(1)株 式 7,829 3,589 △4,239 6,019 3,550 △2,468 4,671 3,005 △1,665

(2)債 券 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小  計 7,829 3,589 △4,239 6,019 3,550 △2,468 4,671 3,005 △1,665

投資有価証
券に属する
もの 

  

(1)株 式 1,482 1,482 △  0 60 35 △  25 60 43 △   17

(2)債 券 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小  計 1,482 1,482 △  0 60 35 △   25 60 43 △  17

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

合  計 9,311 5,072 △4,239 6,079 3,586 △2,493 4,731 3,049 △1,682

総  計 23,566 36,159 12,593 24,247 56,963 32,715 24,153 80,222 56,069

（注）当第３四半期連結会計期間末において、投資有価証券について13億２千１百万円の減損処理を行っております。 
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