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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 2,302 △86.5 △1,097 ― △1,087 ― △2,616 ―

20年3月期 17,084 △29.8 △3,267 ― △3,339 ― △4,331 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △12.45 ― △72.9 △14.9 △47.7

20年3月期 △20.92 ― △60.6 △17.9 △19.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  △30百万円

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 3,004 2,338 73.6 10.43
20年3月期 11,609 5,109 42.8 23.97

（参考） 自己資本   21年3月期  2,212百万円 20年3月期  4,963百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,819 1,287 △4,713 295
20年3月期 △2,798 205 403 1,923

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 2,450 6.4 0 ― 0 ― 0 ― 0.00



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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 212,324,287株 20年3月期 207,180,381株

② 期末自己株式数 21年3月期  139,908株 20年3月期  95,547株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 261 △94.4 △932 ― △866 ― △2,232 ―

20年3月期 4,669 △40.3 △3,390 ― △3,350 ― △4,904 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △10.61 ―

20年3月期 △23.68 ―

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 2,323 2,211 95.2 10.42
20年3月期 9,723 4,579 47.1 22.12

（参考） 自己資本 21年3月期  2,211百万円 20年3月期  4,579百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。したがって実際の業績は、経済、株式市
況、その他様々な事業環境の変動に関するリスクや不確定要因により、上記記載の予想数値と異なる場合があります。また、一般事業会社と異なり、相対
的に少数・大規模の案件を、IPO、バイアウト等による投資回収に導く投資事業の事業特性から、短期における収益の平準化が困難であり、さらに、M＆A
やIPO実行後の保有株式には株価変動が生じ、投資回収のタイミングそのものの短期予測も困難であることから、半期ごとではなく通期の業績予想を行い
ます。 

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

第2四半期 
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 1,750 568.7 0 ― 0 ― 0 ― 0.00



(1) 経営成績に関する分析 

① 当期における経営環境 

 当期におけるわが国経済は、昨年９月の米国投資銀行の破綻を契機に金融危機が世界的な規模に拡大するととも

に、実体経済へも急速に影響を与え、企業収益が大幅に減少するなど景気後退が深刻な状況となってまいりまし

た。また、当社を取り巻く環境につきましても、景気後退及び将来の景気回復の目処が立たないことから、世界各

市場での新規株式上場件数が大幅に減少するとともに、資本市場からリスクマネーが逃避するなど厳しい状況が続

いております。 

 このような状況のなか、当期の個別業績につきましては、投資環境の急速な悪化の影響を受け、当初、計画して

いた大型ＥＸＩＴ（投資回収）案件の成約が来期に持ち越しとなったこと、通期にわたり上場株式の運用を見合わ

せたこと、さらに、投資先の株式上場が延期になったことなどにより、インベストメントバンキング事業におい

て、売上高が低迷いたしました。なお、人件費の削減及び効率的な会社運営による経費の削減に取り組んだため、

営業損益、経常損益は前期と比べ改善いたしました。しかしながら、景気の回復及び株式市場の先行きが不透明で

あることを考慮のうえ、当期末において営業投資有価証券の一部の銘柄に対し、取得時の投資回収計画との間に想

定外の乖離が生じたため、株式評価損の計上を行いました。 

 以上の結果、当期の個別業績は、売上高２億61百万円（前期比、44億８百万円減）、営業損失９億32百万円

（同、24億58百万円改善）、経常損失８億66百万円（同、24億83百万円改善）、当期純損失22億32百万円（同、26

億72百万円改善）となりました。 

 連結業績につきましては、平成20年11月に連結子会社であったＡＤＩＲＯＮ株式会社の全株式を売却し、連結の

範囲から除外したことにより、同社の下期以降の業績は連結業績に反映されないため、ファッション事業の売上高

は減少いたしました。 また、リスクマネジメント事業につきましては、その中核となる連結子会社であるビーエ

スエル・インシュアランス株式会社が、事業の拡大に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当期の連結業績は、連結売上高23億２百万円（前期比、147億82百万円減）、連結営業損失10億97

百万円（同、21億69百万円改善）、連結経常損失10億87百万円（同、22億51百万円改善）、連結当期純損失26億16

百万円（同、17億14百万円改善）となりました。  

② 次期の見通し 

 次期の経営環境につきましては、世界的金融危機の長期化により景気の回復には暫く時間を要するものと考えら

れます。このため、当社グループといたしましては、現在の経営環境をビジネスチャンスに転換できる提案を行

い、事業規模の拡大と収益の向上に取り組んでまいります。 

 以上により、次期の個別業績につきましては、売上高17億50百万円、営業利益０百万円、経常利益０百万円、当

期純利益０百万円を見込んでおります。 

 連結業績につきましては、連結売上高24億50百万円、連結営業利益０百万円、連結経常利益０百万円、連結当期

純利益０百万円を見込んでおります。 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当期末の総資産につきましては、前期末と比べ、86億４百万円減少し30億４百万円となりました。負債は、前期

末と比べ、58億33百万円減少し６億66百万円となりました。総資産及び負債が減少した主な要因は、営業投資有価

証券の売却、短期貸付金の回収及び社債の買入償却に伴い現預金を支出したことに加え、期中に連結子会社のＡＤ

ＩＲＯＮ株式会社を売却したため、同社の資産及び負債が除外されたことによります。純資産は、27億71百万円減

少し23億38百万円となりました。主な要因は、当期純損失の計上等により株主資本が25億33百万円減少したためで

あります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当期末の現金及び現金同等物は、前期に比べ、16億28百万円減少し２億95百万円となりました。各キャッシュ・

フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動によるキャッシュ・フローは、18億19百万円のキャッシュ・インフローになりました。その主な要因

は、税金等調整前当期純損失26億34百万円を計上したものの営業投資有価証券の売却等による収入38億38百万円

があったためであります。以上により６期ぶりに当社グループの営業キャッシュ・フローはプラスに転じまし

た。 

１．経営成績



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、12億87百万円のキャッシュ・インフローになりました。その主な要因

は、短期貸付金の回収によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、47億13百万円のキャッシュ・アウトフローになりました。その主な要

因は、新株予約権付社債の買入消却によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。  

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。  

５．平成17年３月期から平成20年３月期までのキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレ

ッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

① 利益配分に関する基本方針 

 当社は利益配分の基本方針として、各ステークホルダーへの適正配分を 重要課題として位置づけております。

 配当につきましては、将来の事業展開に備えるための内部留保も勘案のうえ、当期純利益に対する配当性向35～

40％を目安とし、継続的に実施することに努めます。 

 当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定

めておりますが、事業特性上、収益の変動が大きいため、年一回の期末配当を行うことを基本としております。な

お、剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。 

② 当期・次期の配当 

 当期におきましては、投資回収の遅れにより当期純損失を計上したため、無配とさせていただくことになりまし

た。 

 今後、可能な限り早い時期での復配を目指し、平成21年度の事業計画及び経営改善策を着実に遂行することによ

り、収益力と成長力の回復に努めてまいります。 

  平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％）  41.0  48.0  36.1  42.8  73.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 267.7  150.6  67.4  48.2  49.4

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
－ － － －  0.2

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
－ － － －  15.6



(4) 事業等のリスク 

 当社の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には、主に以下のようなものがあります。

当社及び当社の子会社・関連会社の事業に関わるリスクの主なものを列挙しておりますが、全てのリスクを網羅して

いるわけではなく、将来において、現在は未知のリスク、あるいは現時点では重要とみなされていない他のリスクの

影響を受ける可能性もあります。 

 なお、記載した内容における将来に関する事項は、本資料の発表日(平成21年５月８日)現在において、当社が判断

したものです。 

① 経済状況・景気動向 

 当社及び子会社・関連会社の事業は経済状況や景気の動向の影響を受け、その業績が左右される可能性がありま

す。 

② 株式市況・事業環境の変化等 

 インベストメントバンキング事業においては、多額の先行投資を要すること、その投資資金の回収が中長期にな

ることが通常であることから、事業特性上、株式市況等の市場変動要因や環境変化の影響を強く受けやすい状況に

あります。また、それに加え、投資対象の業績等に数多くの不確定要素や見込みが含まれていることなどにより、

投資回収の時期や回収額に影響を与える可能性があります。 

③ 消費トレンド 

 当社子会社・関連会社が営む一部の事業については、消費者ニーズの変化のスピードに対応した経営戦略が常に

求められ、その対応如何では連結業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 投資対象に関わるリスク 

 投資に際しては対象案件に関し事業、財務、法務の各観点よりデュー・デリジェンス（精査）を行いますが、そ

の段階で捕捉し得ない隠れた事実が存在した場合、あるいは投資時に予見できなかった事象の発生等により投資先

の価値が毀損した場合に、結果として当社が損失を蒙る可能性があります。 

⑤ ファンドの運営に関わるリスク 

 当社が運営する投資事業組合の業務に関し、無限責任組合員として当社の出資額を超える損失を蒙る可能性があ

ります。 

⑥ 特定の金融商品に内在するリスク 

 複雑な構造を持つ金融商品に投資する場合には、投資時点での想定を超えるリスクが内在する可能性があり、結

果として予見し得ない損失を蒙る可能性があります。 

⑦ 法的規制に関わるリスク 

 当社の活動は当社及び投資先の本国や関係国の諸々の法的規制を受けておりますが、当社は現在適用されている

法律、規則等に従って業務を遂行しております。将来において、それら法律、規則等が変更される場合には、その

内容如何によっては当社の業績および財務状況に想定外の影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 人材確保のニーズに関わるリスク 

  当社の事業及び子会社・関連会社のマネジメントは人材の質に大きく依存いたします。したがいまして、優れた

能力を持つ人材を確保・維持することが必須となり、その状況によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

⑨ 継続企業の前提に関するリスク 

 当社は、前々期から当期にかけて営業損失、経常損失及び当期純損失を計上したため、当該状況により、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社の中核事業であるインベストメントバンキング事業は、投資先の株価や企業価値の変動に業績が左右される

事業特性を有しております。売買目的で保有している営業投資有価証券につきましては、時価評価差額を損益計算

書に反映し、またそれ以外の営業投資有価証券につきましても、著しい株価の下落あるいは企業価値の毀損が見ら

れる場合には評価損を計上いたしますが、これらが損失計上の主たる要因となっております。   

 以上列挙したリスク要因には、当社でコントロールできない外部要因もありますが、これらによる悪影響の発生の

可能性を認識したうえで、その発生を未然に防止し、万一発生した場合にも 小限にとどめる所存であります。ま

た、これらのリスクは事業からもたらされる収益と表裏一体をなすものと捉え、適切なリスク管理による収益の向上

を図り、日々万全を期して経営を推進してまいります。 

  



 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社５社及び関連会社１社により構成されております。 

 当期から、既存事業に加え、ブランド事業、リスクマネジメント事業、アドバイザリー事業に進出いたしました。

これは平成21年３月期を初年度とする中期経営計画に基づき、新たな事業の柱を確立すべく、これらの事業に取り組

み始めたことによるものであります。また、ファッション事業につきましては、同事業を営んでおりましたＡＤＩＲ

ＯＮ株式会社を当連結会計年度中に売却したため、同事業はなくなりました。 

 以上により、当社グループの事業は、インベストメントバンキング事業（旧投資事業）、ブランド事業、リスクマ

ネジメント事業、アドバイザリー事業、その他の事業（産業資材事業他）となりました。 

  以上で延べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
  ※印の会社は連結子会社であります。 

  

２．企業集団の状況



(1) 会社の経営の基本方針 

 当社は平成21年３月期を初年度とする中期経営計画に基づき経営を進めてまいりましたが、米国発の金融危機以

降、経営環境が急速に悪化したことを受け、同中期経営計画を見直し、対応策として、平成21年度の事業計画及び経

営改善策を策定いたしました。これにより、経営基盤の再構築に取り組むとともに収益力・成長力の回復及び財務体

質の改善を図ってまいります。  

(2) 目標とする経営指標 

 当社は利益目標及び株主還元ルールの明確化を重要方針のひとつとしておりますが、経済回復の見通しが必ずしも

明確ではないとの判断を前提に、次期につきましては営業利益、経常利益及び当期純利益の黒字化を目指してまいり

ます。 

 また、事業基盤の再構築及び収益力の向上を図り、株主への利益還元が行える様に努めてまいります。 

(3) 会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

 平成21年度事業計画及び経営改善策において、下記の戦略的課題を遂行することにより、収益力・成長力の回復及

び財務体質の改善を図ってまいります。 

  ① 平成21年度の事業計画の骨子 

(ⅰ)インベストメントバンキング事業 

  厳しい経営環境の中、それぞれの業界において、事業再編の動きが活発化するとの見通しから、企業再編に関

する投資や企業再編コンサルティングの比重を高め、現在の経営環境をビジネスチャンスに転換できる提案を行

い、収益の向上に繋げてまいります。 

(ⅱ)資金調達  

 当社の株価水準を考慮しながら時期を計り、国内外の機関投資家を引受先とするファイナンス（第三者割当増

資及び新株予約権付社債）による10億円の資金調達を計画しております。また、エルエムアイ株式会社に対する

短期貸付金３億15百万円につきましては、平成21年９月末日までに回収する予定であります。 

② 経営改善策の骨子 

(ⅰ)事業推進体制の改革 

  当社は引き続きポートフォリオの再編を急ぎ、現下のＥＸＩＴ（投資回収）案件に全社一丸となって取り組む

とともに、変動要因による影響の大きい短期利益重視の投資から、将来の持続的繁栄のため長期安定成長の投資

へと軸足を移すことといたします。 

(ⅱ)財務体質の強化 

  当社は、平成21年３月30日をもって短期借入金を完済いたしました。 

  これにより、当社は、無借金経営となるとともに、投資回収の推進と新たな投資方針の実行により、財務体

質の強化を図ってまいります。 

(ⅲ)経費の削減 

  当社グループは、緊急課題として組織体制の見直し及び本社運営コスト等、更なる経費削減に取り組んでまい

ります。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  2,273,837 ※2  310,417

受取手形及び売掛金 ※4  770,142 ※2, ※4  182,277

営業投資有価証券 2,298,955 1,285,784

たな卸資産 721,631 －

商品及び製品 － 276,417

前払費用 88,219 22,730

短期貸付金 1,725,000 315,000

未収入金 36,371 6,867

繰延税金資産 1,974 29

その他 22,757 1,731

貸倒引当金 △181,355 △8,462

流動資産合計 7,757,535 2,392,793

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 188,238 117,724

減価償却累計額 △110,862 △71,419

建物及び構築物（純額） 77,375 46,305

機械装置及び運搬具 19,249 16,822

減価償却累計額 △11,035 △12,503

機械装置及び運搬具（純額） 8,214 4,319

工具、器具及び備品 104,990 67,578

減価償却累計額 △66,857 △45,967

工具、器具及び備品（純額） 38,132 21,611

土地 17,941 17,941

リース資産 － 3,862

減価償却累計額 － △91

リース資産（純額） － 3,770

建設仮勘定 2,100 －

有形固定資産合計 143,763 93,948

無形固定資産   

のれん 10,793 7,507

その他 7,362 5,384

無形固定資産合計 18,156 12,892

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  420,000 ※1  420,000

営業投資有価証券 3,081,281 －

長期貸付金 － 160,000

破産更生債権等 41,931 73,223

差入保証金 186,930 83,387

繰延税金資産 421 729

その他 1,322 887

貸倒引当金 △41,931 △233,159

投資その他の資産合計 3,689,956 505,068

固定資産合計 3,851,876 611,909

資産合計 11,609,412 3,004,702



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 272,994 30,849

短期借入金 216,700 ※2  386,665

1年内返済予定の長期借入金 47,500 40,000

1年内償還予定の社債 400,000 －

1年内償還予定の新株予約権付社債 5,000,000 －

リース債務 － 544

未払金 254,178 25,458

未払費用 46,888 24,847

未払法人税等 11,321 2,838

賞与引当金 6,000 5,000

返品調整引当金 13,953 －

売上値引引当金 1,719 －

その他 25,182 42,432

流動負債合計 6,296,436 558,636

固定負債   

長期借入金 60,000 20,000

リース債務 － 3,438

繰延税金負債 36,829 －

退職給付引当金 106,279 83,813

その他 328 328

固定負債合計 203,437 107,580

負債合計 6,499,874 666,216

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,964,055 3,042,000

資本剰余金 1,445,710 1,541,627

利益剰余金 △4,483,585 △2,196,159

自己株式 △14,512 △9,347

株主資本合計 4,911,668 2,378,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,660 △165,717

繰延ヘッジ損益 △1,779 －

評価・換算差額等合計 51,881 △165,717

少数株主持分 145,988 126,082

純資産合計 5,109,537 2,338,486

負債純資産合計 11,609,412 3,004,702



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 17,084,944 2,302,487

売上原価 14,647,517 1,575,942

売上総利益 2,437,426 726,544

販売費及び一般管理費 ※1  5,704,663 ※1  1,823,817

営業損失（△） △3,267,237 △1,097,272

営業外収益   

受取利息 44,402 46,105

受取配当金 35,528 69,832

為替差益 － 22,086

その他 33,235 7,476

営業外収益合計 113,165 145,500

営業外費用   

支払利息 70,946 116,408

手形売却損 33,711 －

新株発行費償却 19,473 －

社債発行費償却 6,663 10,094

持分法による投資損失 30,085 －

その他 24,630 9,705

営業外費用合計 185,510 136,208

経常損失（△） △3,339,582 △1,087,980

特別利益   

前期損益修正益 － 6,531

固定資産売却益 ※2  14,917 －

関係会社株式売却益 1,239,516 999

その他 82,637 －

特別利益合計 1,337,071 7,531

特別損失   

固定資産売却損 ※3  14,369 －

固定資産除却損 ※4  8,038 ※4  359

営業投資有価証券評価損 2,952,729 1,122,820

関係会社株式売却損 － 417,166

減損損失 ※5  118,316 －

その他 221,105 14,022

特別損失合計 3,314,558 1,554,369

税金等調整前当期純損失（△） △5,317,068 △2,634,817

法人税、住民税及び事業税 32,844 3,114

法人税等調整額 △24,096 1,637

法人税等合計 8,747 4,751

少数株主損失（△） △994,591 △22,570

当期純損失（△） △4,331,224 △2,616,999



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,964,055 7,964,055

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 42,000

資本金から剰余金への振替 － △4,964,055

当期変動額合計 － △4,922,055

当期末残高 7,964,055 3,042,000

資本剰余金   

前期末残高 4,104,120 1,445,710

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 42,000

資本金から剰余金への振替 － 4,964,055

欠損填補 △2,650,378 △4,904,425

自己株式の処分 △2,964 △5,712

連結範囲の変動 △5,067 －

当期変動額合計 △2,658,410 95,917

当期末残高 1,445,710 1,541,627

利益剰余金   

前期末残高 △2,805,103 △4,483,585

当期変動額   

欠損填補 2,650,378 4,904,425

当期純損失（△） △4,331,224 △2,616,999

持分法の適用範囲の変動 2,363 －

当期変動額合計 △1,678,482 2,287,426

当期末残高 △4,483,585 △2,196,159

自己株式   

前期末残高 △17,029 △14,512

当期変動額   

自己株式の取得 △2,293 △1,658

自己株式の処分 4,809 6,823

当期変動額合計 2,516 5,165

当期末残高 △14,512 △9,347



（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 9,246,043 4,911,668

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 84,000

資本金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △4,331,224 △2,616,999

自己株式の取得 △2,293 △1,658

自己株式の処分 1,845 1,110

連結範囲の変動 △5,067 －

持分法の適用範囲の変動 2,363 －

当期変動額合計 △4,334,375 △2,533,547

当期末残高 4,911,668 2,378,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 60,868 53,660

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,207 △219,378

当期変動額合計 △7,207 △219,378

当期末残高 53,660 △165,717

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 4,300 △1,779

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,080 1,779

当期変動額合計 △6,080 1,779

当期末残高 △1,779 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 12,673 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,673 －

当期変動額合計 △12,673 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 77,842 51,881

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,961 △217,598

当期変動額合計 △25,961 △217,598

当期末残高 51,881 △165,717



（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 530,975 145,988

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △384,987 △19,905

当期変動額合計 △384,987 △19,905

当期末残高 145,988 126,082

純資産合計   

前期末残高 9,854,862 5,109,537

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 84,000

資本金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △4,331,224 △2,616,999

自己株式の取得 △2,293 △1,658

自己株式の処分 1,845 1,110

連結範囲の変動 △5,067 －

持分法の適用範囲の変動 2,363 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △410,948 △237,504

当期変動額合計 △4,745,324 △2,771,051

当期末残高 5,109,537 2,338,486



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △5,317,068 △2,634,817

減価償却費 140,965 37,090

減損損失 118,316 －

のれん償却額 71,824 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 147,098 20,799

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,630 △1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,948 4,139

返品調整引当金の増減額（△は減少） △14,336 △191

売上値引引当金の増減額（△は減少） △470 1,099

製品工事保証等引当金の増減額（△は減少） 8,945 －

受取利息及び受取配当金 △79,930 △115,937

支払利息 70,946 116,408

持分法による投資損益（△は益） 30,085 －

有形固定資産売却益 △14,917 －

有形固定資産売却損 13,881 －

有形固定資産除却損 8,038 359

無形固定資産売却損益（△は益） 487 －

関係会社株式売却損益（△は益） △1,239,516 416,166

売上債権の増減額（△は増加） 330,996 253,430

たな卸資産の増減額（△は増加） △250,699 △72,836

仕入債務の増減額（△は減少） △607,375 94,754

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 3,677,510 3,838,244

未収消費税等の増減額（△は増加） － △1,808

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,986 5,003

その他の資産の増減額（△は増加） 88,448 28,973

その他の負債の増減額（△は減少） 53,125 △183,411

その他 56,098 30,239

小計 △2,693,212 1,836,706

利息及び配当金の受取額 56,138 127,055

利息の支払額 △62,243 △113,742

法人税等の支払額 △99,618 △30,803

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,798,936 1,819,216



（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 4,883 －

有形固定資産の取得による支出 △219,819 △11,033

有形固定資産の売却による収入 4,483 7,107

無形固定資産の取得による支出 △10,407 △4,480

無形固定資産の売却による収入 22,808 －

関係会社株式の売却による収入 100,000 －

子会社株式の取得による支出 － △0

子会社株式の売却による収入 － 1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

※2  881,472 ※2  28,881

関係会社社債の取得による支出 △200,000 －

貸付けによる支出 △118,500 －

株主への貸付による支出 △265,000 －

貸付金の回収による収入 51,106 1,250,000

営業譲受による支出 △5,000 －

差入保証金の増減額（△は増加） △50,601 －

差入保証金の差入による支出 － △43

差入保証金の回収による収入 － 15,732

その他 10,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 205,425 1,287,164

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,656,560 1,269,000

短期借入金の返済による支出 △1,296,100 △948,985

長期借入れによる収入 125,000 －

長期借入金の返済による支出 △340,393 △47,500

担保に供している預金の減少による収入 － 575,050

担保に供している預金の増加による支出 △350,000 △240,050

社債の償還による支出 － △400,000

新株予約権付社債の発行による収入 － 997,905

新株予約権付社債の償還による支出 － △924,000

新株予約権付社債の買入消却による支出 － △5,000,000

自己株式の取得による支出 △2,293 △1,658

自己株式の売却による収入 1,845 1,110

少数株主からの払込みによる収入 838,000 6,000

少数株主への配当金の支払額 △120 －

少数株主への分配金の支払額 △225,000 －

その他 △3,574 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 403,926 △4,713,126

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47,773 △21,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,237,357 △1,628,419

現金及び現金同等物の期首残高 4,161,194 ※1  1,923,837

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,923,837 ※1  295,417



  

継続企業の前提に関する注記

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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度に

営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャッ

シュ・フローもマイナスが継続しているため、継続企業の

前提に関する重要な疑義を抱かせる状況にあります。 

 当社グループの中核事業である投資事業は、投資先の株

価や企業価値の変動に業績が左右される事業特性を有して

おり、売買目的で保有している営業投資有価証券について

は、時価評価差額を損益計算書に反映し、またそれ以外の

営業投資有価証券につきましても、著しい株価の下落ある

いは企業価値の毀損が見られる場合には評価損を計上する

こととなります。このような背景のなか、当期は一部の投

資先の経営破綻等により、株式評価損を計上したことなど

が損失計上の主たる要因となりました。 

 当社グループはこのような状況を解消すべく、平成21年

３月期を初年度とする３ヵ年の中期経営計画を策定し、経

営基盤の再構築に取り組むとともに収益力・成長力の回復

及び財務体質の改善に努めてまいります。 

  当中期経営計画の骨子は下記のとおりです。 

１．事業基盤の再構築 

 投資事業はリスク管理（投資先の厳選強化）と収益

の 大化（優良投資先の発掘とバリューアップ）に重

点を置いた新体制とし、人材と組織力を生かした「イ

ンベストメントバンキング事業」として展開してまい

ります。   

 また、今後の成長が見込まれる事業分野である、プ

レミアムブランド事業及びコンサルティング事業（リ

スクマネジメント＆アドバイザリー・サービス）を事

業化することにより、収益の安定化を図ります。 

 なお、中期経営計画 終年度には営業利益の25％を

２つの新規事業により生み出す計画であります。 

２．リスクマネーの確保 

 トップ・マネジメントによる海外投資家とのネット

ワークの再構築を行い、外国金融機関の開拓及び海外

投資家との連携投資の提案を通じ、外部投資家より資

金提供を受け、インベストメントバンキングの事業展

開を側面から支援します。 

３．組織・人事体制の強化 

 事業戦略の転換に伴い、経営責任を負うトップ・マ

ネジメントと執行責任を負うライン部門を直結した組

織体制といたします。また、投資のスペシャリストの

確保・育成のため、外部からの招聘、コンサルティン

グファーム等の外部リソースの活用を行います。 

 当社グループは、前々連結会計年度から当連結会計年度

まで営業損失、経常損失及び当期純損失を計上したため、

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

るような状況が存在しております。 

 当社グループの中核事業であるインベストメントバンキ

ング事業は、投資先の株価や企業価値の変動に業績が左右

される事業特性を有しております。売買目的で保有してい

る営業投資有価証券につきましては、時価評価差額を損益

計算書に反映し、またそれ以外の営業投資有価証券につき

ましても、著しい株価の下落あるいは企業価値の毀損が見

られる場合には評価損を計上いたしますが、これらが損失

計上の主たる要因となっております。 

 また、当連結会計年度につきましても、米国発の金融危

機以降、投資環境が急速に悪化したため、営業投資有価証

券の売却の進捗が大幅に遅れ、投資回収に至らず、売上高

が低迷いたしました。加えて、当社の投資先企業の株式公

開の延期や株式市場の冷え込みによる株式公開の計画の見

送りが予想され、取得時の投資回収計画との間に想定外の

乖離が生じたため、株式評価損を計上することとした結

果、当期純損失の計上となりました。 

 今後の経営環境につきましては、株式市場並びに投資環

境の大きな変化に伴い、非常に見通しが困難な状況である

ため、中期経営計画を見直し、対応策として、平成21年度

の事業計画及び経営改善策を策定いたしました。 

  平成21年度の事業計画及び経営改善策の骨子は下記のと

おりであります。 

１．平成21年度の事業計画の骨子 

(1) インベストメントバンキング事業 

  厳しい経営環境の中、それぞれの業界において、

事業再編の動きが活発化するとの見通しから、企業

再編に関する投資や企業再編コンサルティングの比

重を高め、現在の経営環境をビジネスチャンスに転

換できる提案を行い、収益の向上に繋げてまいりま

す。 

(2) 資金調達  

  当社の株価水準を考慮しながら時期を計り、国内

外の機関投資家を引受先とするファイナンス（第三

者割当増資及び新株予約権付社債）による10億円の

資金調達を計画しております。また、エルエムアイ

㈱に対する短期貸付金３億15百万円につきまして

は、平成21年９月末日までに回収する予定でありま

す。 



  

  

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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 以上により、中期経営計画における当期純利益（連結）

は、平成21年３月期２億円を必達目標としております。ま

た、平成22年３月期以降の連結損益計画は、投資先の一つ

である連結子会社は将来的に売却する可能性があり、策定

が困難であるため、個別損益計画のみ策定しております。

なお、平成22年３月期以降の個別損益計画における当期純

利益（個別）は、平成22年３月期５億円、平成23年３月期

11億円であります。 

 一方、財務面においては、投資資金の確保のため、国内

外の保険会社等を引受先とする第三者割当増資による５億

円（平成20年７月末予定）と併せて転換社債型新株予約権

付社債等の発行により平成21年３月期は計40億８百万円

（うち、10億８百万円は平成20年４月30日に発行済）、平

成22年３月期25億円、平成23年３月期15億円の資金調達を

計画しております。 

 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連結財務諸表には反映して

おりません。 

  

２．経営改善策の骨子 

(1) 事業推進体制の改革 

  当社は引き続きポートフォリオの再編を急ぎ、現

下のＥＸＩＴ（投資回収）案件に全社一丸となって

取り組むとともに、変動要因による影響の大きい短

期利益重視の投資から、将来の持続的繁栄のため長

期安定成長の投資へと軸足を移すことといたしま

す。 

(2) 財務体質の強化 

  当社は、平成21年３月30日をもって短期借入金を

完済いたしました。 

  これにより、当社は、無借金経営となるととも

に、投資回収の推進と新たな投資方針の実行によ

り、財務体質の強化を図ってまいります。 

(3) 経費の削減 

  当社グループは、緊急課題として組織体制の見直

し及び本社運営コスト等、更なる経費削減に取り組

んでまいります。 

 以上により、平成21年度の売上高は24億50百万円とし、

営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては黒字化

を目指してまいります。 

 しかしながら、営業投資有価証券の売却金額と売却先及

び資金調達の時期と引受先が決定していないことから、現

時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れます。 

 なお、当社グループは上記の対応策を実行中であり、連

結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続

企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表

には反映しておりません。 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社（6社） 

Ｏａｋキャピタル１号投資事業有限責任

組合 

日本コーバン㈱ 

ＡＤＩＲＯＮ㈱ 

㈱ヒラタ 

平田工機㈱ 

ビーエスエル・インシュアランス㈱ 

(1) 連結子会社（5社） 

Ｏａｋキャピタル１号投資事業有限責任

組合 

日本コーバン㈱ 

㈱ヒラタ 

平田工機㈱ 

ビーエスエル・インシュアランス㈱ 

   ㈱ダイフレックスは、当連結会計年度

中に㈱ダイフレックス（旧商号 ㈱ダイ

フレックスホールディングス）による吸

収合併により解散したため、連結子会社

から除外いたしました。また、㈱ダイフ

レックス（旧商号 ㈱ダイフレックスホ

ールディングス）は、当社が保有する全

株式を当連結会計年度中に売却したた

め、同社及び同社の子会社11社を連結子

会社から除外いたしました。 

 前連結会計年度において連結子会社で

あったＡＤＩＲＯＮ㈱は、当連結会計年

度中に当社が保有する同社の全株式を売

却したため、連結の範囲から除外いたし

ました。 

  (2) 非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

㈱グリーンダイフレックス 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

(2)          ────── 

  (3) 他の会社の議決権の100分の50超を自

己の計算において保有しているにもか

かわらず当該他の会社を子会社としな

かった当該他の会社の名称 

㈱キャドセンター 

(3) 他の会社の議決権の100分の50超を自

己の計算において保有しているにもか

かわらず当該他の会社を子会社としな

かった当該他の会社の名称 

同左 

  （子会社としなかった理由） 

 当社の主たる営業目的である投資育

成のために取得したものであり、傘下

に入れる目的で取得したものではない

ためであります。 

（子会社としなかった理由） 

同左 



  

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用会社数及び主要な会社名 

関連会社 なし 

 ㈱味岡は、当連結会計年度中に当

社が保有する株式の一部を売却し、

当社の議決権の所有割合が20％未満

となったため、持分法適用関連会社

から除外いたしました。また、㈱テ

クノ・ダイフレックス及び㈲セブン

テックについては、当社の連結子会

社であった㈱ダイフレックス（旧商

号 ㈱ダイフレックスホールディン

グス）の全株式を当連結会計年度中

に売却したため、同社の関連会社で

ある２社について、持分法適用関連

会社から除外いたしました。 

(1) 持分法適用会社数及び主要な会社名 

関連会社 なし 

  (2) 持分法非適用の主要な会社名 

関連会社 クリストフルジャパン㈱ 

 持分法非適用の関連会社は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）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、かつ全体

としても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。 

(2) 持分法非適用の主要な会社名 

同左 

  (3) 他の会社の議決権の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当該他の

会社を関連会社としなかった当該他の

会社の名称 

㈱山田平安堂、

Summit Design Technologies,Inc. 

(3) 他の会社の議決権の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当該他の

会社を関連会社としなかった当該他の

会社の名称 

㈱山田平安堂 

  （関連会社としなかった理由） 

 当社の主たる営業目的である投資育

成のために取得したものであり、傘下

に入れる目的で取得したものではない

ためであります。 

（関連会社としなかった理由） 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日はそれぞれＯａｋキ

ャピタル１号投資事業有限責任組合及び日

本コーバン㈱が12月31日、ＡＤＩＲＯＮ㈱

が２月末日、平田工機㈱は１月31日となっ

ております。いずれも連結財務諸表の作成

に当たっては連結決算日との差異は３ヶ月

以内であるため、当該連結子会社の決算日

に係る財務諸表を基礎として連結を行って

おります。なお、当該決算日と連結決算日

との間に生じた重要な取引については、連

結上必要な修正を行うこととしておりま

す。 

 連結子会社の決算日はそれぞれＯａｋキ

ャピタル１号投資事業有限責任組合及び日

本コーバン㈱が12月31日、平田工機㈱は１

月31日となっております。いずれも連結財

務諸表の作成に当たっては連結決算日との

差異は３ヶ月以内であるため、当該連結子

会社の決算日に係る財務諸表を基礎として

連結を行っております。なお、当該決算日

と連結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な修正を行うことと

しております。 



  

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

  売買目的有価証券 

 時価法（売却原価は移動平均法 

 により算定） 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

売買目的有価証券 

同左 

  

満期保有目的の債券 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ②デリバティブ 

 時価法 

②デリバティブ 

同左 

  ③たな卸資産 

 各社の業種に応じ、総平均法による

原価法、 終仕入原価法による原価

法、移動平均法による原価法及び低価

法により評価しております。 

③たな卸資産 

 主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定） 

    

  

（会計方針の変更）  

 当連結会計年度より「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日公表）を適

用しております。 

 これによる営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失に与える影響

は軽微であります。  

  (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、

在外連結子会社は定額法。ただし、当

社及び国内連結子会社は平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）は定額法。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物    ２～50年 

機械装置及び運搬具  ２～14年 

(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（リース資産は除く） 

定率法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物    ３～15年 

機械装置及び運搬具  ４～12年 



  

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正により、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、

改正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。 

 これによる営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失に与える影響

は軽微であります。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社（但し、平

成19年２月期以前の決算期の子会社は

除く）は、法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額の差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上してお

ります。 

 これによる営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失に与える影響

は軽微であります。 

  ②無形固定資産 

 定額法。なお、自社利用のソフトウ

エアについては、社内における利用期

間（５年）に基づく定額法。 

②無形固定資産 

同左 

  ────── ③リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

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。 

  (3) 重要な繰延資産の処理方法 

①新株発行費 

 ３年間で償却しております。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

①新株発行費 

同左 

  ②社債発行費 

 社債の償還期限内または３年間のい

ずれか短い期間で償却しております。

 ただし、子会社は、いずれも支出時

に全額費用処理しております。 

②社債発行費 

同左 



  

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (4) 重要な引当金の計上基準 

①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、貸倒懸念債権及び破産更生債権

等については、個々の債権の回収可能

性を勘案して、その回収不能見込額を

計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

  ②賞与引当金 

 当連結会計年度の負担すべき支給見

込額を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

  ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しております。

なお、一部の連結子会社では退職給付

会計基準変更時差異（144,582千円）

については10年による均等額を費用処

理しておりましたが、会計基準変更時

差異の残高がある連結子会社（㈱ダイ

フレックス及び同社の子会社）は、当

連結会計年度中に連結子会社ではなく

なったため、連結除外以降、費用は発

生しておりません。 

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しております。

  ④投資損失引当金 

 営業投資有価証券等について、実質

価額の下落による損失に備えるため、

健全性の観点から投資先の経営成績及

び財政状態を勘案の上、その損失見積

額を計上しております。 

④投資損失引当金 

同左 

  ⑤返品調整引当金 

 商品の販売において、将来発生する

可能性があると見込まれる返品に備え

るため、売買利益相当額等を計上して

おります。 

⑤返品調整引当金 

同左 

  ⑥売上値引引当金 

 商品の販売において、将来発生する

可能性があると見込まれる売上値引等

に備えるため、その見込額を計上して

おります。 

⑥売上値引引当金 

同左 

  ⑦製品工事保証等引当金 

 工事等の無償修理費用の支出に備え

るため、個別に見積可能なものについ

てその見積額を計上しております。 

⑦     ────── 

  (5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。  

(5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 



  

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (6) 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)          ────── 

  (7) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ⅰ)ヘッジ手段 

 為替予約取引  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ⅰ)ヘッジ手段 

同左 

  (ⅱ)ヘッジ対象 

 外貨建債務及び外貨建予定取引 

(ⅱ)ヘッジ対象 

同左 

  ③ヘッジ方針 

 商品の輸入による買入債務等の為替

レート変動によるリスクをヘッジする

目的で外国為替の実需の範囲内で為替

予約取引を行うこととしております。

③ヘッジ方針 

同左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッ

ジ対象の変動額の累計額を比較して有

効性を判定することとしております。

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんは、発生年度より実質的判断によ

る年数の見積りが可能なものは、その見積

り年数（20年以内）で、その他について

は、５年間で定額法により償却しておりま

す。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資を計上しております。 

同左 

８．その他連結財務諸表作成

のための基本となる事項 

(1) 投資事業組合等への出資金に係る会計

処理 

 投資事業組合等への出資金に係る会計

処理は、組合の事業年度の財務諸表及び

事業年度の中間財務諸表に基づいて、組

合の純資産及び純損益を当社及び連結子

会社の出資持分割合に応じて、各々、営

業投資有価証券、営業収益として計上し

ております。 

(1) 投資事業組合等への出資金に係る会計

処理 

同左 

  (2) 営業投資有価証券に係る会計処理 

 投資事業目的にて取得した有価証券

は、営業投資有価証券として計上してお

ります。 

(2) 営業投資有価証券に係る会計処理 

同左 



  

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (3) 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(3) 消費税等の会計処理 

同左 



  

  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。  

 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失に与える影響は軽微であります。  

表示方法の変更

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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「ソフト

ウェア」（当連結会計年度は4,462千円）は、資産の

総額の100分の５以下となったため、当連結会計年度

より、無形固定資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

２．前連結会計年度まで「長期未収入金」と区分掲記し、

注記において破産更生債権等である旨を記載しており

ましたが、内容をより明確に表示するため、当連結会

計年度から「破産更生債権等」と表示しております。

３．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「出資

金」（当連結会計年度は135千円）及び「長期前払費

用」（当連結会計年度は1,187千円）は、資産の総額

の100分の５以下となったため、当連結会計年度よ

り、投資その他の資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用になることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」に変更してお

ります。なお、前連結会計年度末の「たな卸資産に含ま

れる「商品及び製品」は、705,233千円であります。 

  

────── （連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前連結会計年度において、「差入保証金の増減額」と

して掲記していたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導

入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当

連結会計年度から「差入保証金の差入による支出」及び

「差入保証金の回収による収入」にそれぞれ区分掲記し

ております。 



  

  

追加情報

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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （連結貸借対照表における「営業投資有価証券」の表示方

法） 

 前連結会計年度まで投資その他の資産に計上していた

「営業投資有価証券」は、当連結会計年度から流動資産

の「営業投資有価証券」に含めて表示する方法に変更し

ております。これは平成20年５月15日の当社取締役会に

おいて決議した平成21年３月期を初年度とする３ヶ年の

中期経営計画において、当該営業投資有価証券の売却方

針が明確となったことにより、資産の属性を固定資産か

ら流動資産に変更したためであります。 

 これにより、従来の方法と比べ、流動資産の「営業投

資有価証券」が、1,031,225千円増加するとともに投資

その他の資産の「営業投資有価証券」が同額減少し、残

高は零となりました。 

────── （関連当事者の開示に関する会計基準）  

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会

計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を

適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31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。 

固定資産 投資有価証券（株式） 200,000千円

  投資有価証券（社債） 200,000千円

固定資産 投資有価証券（株式） 200,000千円

  投資有価証券（社債） 200,000千円

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 

 当社の子会社であるＡＤＩＲＯＮ㈱のＬ／Ｃ開設に

よる債務（287,664千円）の担保として、下記の資産

を供しております。 

 短期借入金20,000千円の担保として下記の資産を供

しております。 

定期預金 350,000千円

 上記の他に関税法及び消費税法に基づく輸入商品の

関税及び消費税等の納期限延長の債務保証を受けるた

め、金融機関に対して担保として、定期預金15,000千

円を供しております。 

受取手形 21,727千円

 ３．受取手形裏書譲渡高は、24,902千円であります。  ３．受取手形裏書譲渡高は、16,256千円であります。 

※４．連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりであ

ります。 

受取手形 1,707千円

※４．連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりであ

ります。 

受取手形 1,098千円



  

（連結損益計算書関係）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の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主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

従業員給与・賞与 2,208,820千円

賞与引当金繰入額 10,695  

退職給付引当金繰入額 53,685  

のれん償却額 71,824  

従業員給与・賞与 671,407千円

賞与引当金繰入額 5,500  

退職給付引当金繰入額 14,800  

貸倒引当金繰入額 20,494  

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２．       ────── 

借地権等 14,917千円   

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

建物及び土地等 13,806千円

工具器具備品 5千円

電話加入権 556千円

 計 14,369千円

  

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 4,608千円

機械装置及び運搬具 268千円

工具器具及び備品 3,162千円

 計 8,038千円

工具、器具及び備品 359千円

※５．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。  

※５．       ────── 

場所 用途 種類

東京都他 
ファッション事業 
建物造作費用及び 
什器備品等 

建物及び工具器具
備品等 

 － 産業資材事業  のれん  

  

 当社グループは、事業資産については事業を基礎と

し、賃貸不動産及び遊休資産については物件単位にグ

ルーピングを行っております。 

 ファッション事業については、既存ブランドの低迷

及び新規ブランドのマーケットへの認知度の遅れなど

により収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失（65,709千円）

として特別損失に計上しました。また、産業資材事業

で計上しているのれんについては、株式取得時に検討

した事業計画において、当初想定した収益が見込めな

くなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（52,606千円）として、特

別損失に計上しました。その内訳は、のれん52,606千

円、建物36,861千円、工具器具備品18,821千円、長期

前払費用5,805千円、その他4,221千円であります。 

 なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額に

より測定しております。正味売却価額は一部の売却が

見込める資産を除き、零として算定しております。 

  



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．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 

（注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求によるも

のであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．発行済株式数の増加は、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の一部行使によるも

のであります。 

２．自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求によ

るものであります。  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末

株式数 
（株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（株） 

当連結会計年度 
減少株式数 
（株） 

当連結会計年度末
株式数 
（株） 

発行済株式         

普通株式  207,180,381  －  －  207,180,381

合計  207,180,381  －  －  207,180,381

自己株式         

 普通株式  93,469  31,725  29,647  95,547

合計  93,469  31,725  29,647  95,547

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

2008年満期ユーロ円貨建転

換社債型新株予約権付社債

に付された新株予約権 

普通株式 20,833,333 －  －  20,833,333 －

  
前連結会計年度末

株式数 
（株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（株） 

当連結会計年度 
減少株式数 
（株） 

当連結会計年度末
株式数 
（株） 

発行済株式         

普通株式 （注）１  207,180,381  5,143,906  －  212,324,287

合計  207,180,381  5,143,906  －  212,324,287

自己株式         

 普通株式 （注）２  95,547  113,934  69,573  139,908

合計  95,547  113,934  69,573  139,908



２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．2008年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の当連結会計年度の減少は、同社

債を買入消却したことによるものであります。 

２．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の当連結会計年度の増加は、同社債の発行に

よるものであります。 

３．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の一

部行使による5,143,906株の減少及び繰上償還による56,582,977株の減少であります。 

  

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

  

2008年満期ユーロ円貨建転

換社債型新株予約権付社債

に付された新株予約権 

（注）１  

普通株式 20,833,333 －  20,833,333  － －

第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債に付された

新株予約権（注）２、３ 

普通株式 － 61,726,883  61,726,883  － －



  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,273,837千円

預け入れ期間が３ケ月を超える定期

預金 
△350,000千円

現金及び現金同等物 1,923,837千円

現金及び預金勘定 310,417千円

預け入れ期間が３ケ月を超える定期

預金 
△15,000千円

現金及び現金同等物 295,417千円

※２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の内訳 

㈱ダイフレックス及び同社の子会社11社 

（平成19年９月30日現在） 

  

流動資産 6,652,076千円

固定資産 3,230,253千円

のれん 84,361千円

流動負債 △7,701,844千円

固定負債 △2,098,721千円

少数株主持分 △3,278千円

株式売却益 1,237,153千円

㈱ダイフレックス株式の売却価額 1,400,000千円

㈱ダイフレックス及び同社の子会社

11社の現金及び現金同等物 
518,527千円

差引：売却による収入 881,472千円

※２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の内訳 

ＡＤＩＲＯＮ㈱ 

（平成20年９月30日現在） 

  

流動資産 970,645千円

固定資産 111,111千円

流動負債 1,504,771千円

固定負債 109,855千円

株式売却損 △417,166千円

ＡＤＩＲＯＮ㈱株式の売却価額 100,003千円

ＡＤＩＲＯＮ㈱の現金及び現金 

同等物 
71,121千円

差引：売却による収入 28,881千円

 ３．        ──────  ３．重要な非資金取引の内容 

 社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権の行使の金額は下記のとおりでありま

す。  

  第１回無担保転換社債型新株予約権付

社債に付された新株予約権の行使によ

る資本金増加額 

42,000千円

第１回無担保転換社債型新株予約権付

社債に付された新株予約権の行使によ

る資本準備金増加額 

42,000千円

第１回無担保転換社債型新株予約権付

社債に付された新株予約権の行使によ

る新株予約権付社債の減少額 

84,000千円



前連結会計年度（平成20年３月31日現在） 

１．売買目的有価証券 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、277,738千円の減損処理を行っておりま

す。  

なお、減損処理は、当連結会計年度末における時価が取得価額に対して著しく下落し、回復の見込みがないものを

対象にしておりますが、その際には当連結会計年度における株価と簿価との乖離幅の変動状況及び発行会社の 近

の業績等を総合的に判断して株価の回復可能性を判断しております。 

  

（有価証券関係）

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

 2,298,955  △657,436

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

営業投資有価証券       

(1) 株式  434,302  599,884  165,582

(2) 債券  －  －  －

小計  434,302  599,884  165,582

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

営業投資有価証券       

(1) 株式  388,059  344,495  △43,564

(2) 債券  －  －  －

小計  388,059  344,495  △43,564

合計  822,361  944,379  122,017



４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について、887,309千円の減損処理を行っておりま

す。  

なお、減損処理は、当連結会計年度末における時価が取得価額に対して著しく下落し、回復の見込みがないものを

対象にしておりますが、その際には当連結会計年度における投資先の純資産額と簿価との乖離幅の変動状況及び発

行会社の 近の業績等を総合的に判断して株価の回復可能性を判断しております。 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 6,376,026  58,836  431,879

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

（投資有価証券）   

株式  20,000

（営業投資有価証券）   

株式  1,689,295

投資事業組合等への出資金  217,606

  １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円）

債券         

関係会社社債  －  －  200,000  －



当連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

１．売買目的有価証券 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、55,902千円の減損処理を行っておりま

す。  

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ、30％以上下落した場合には、回復可能性等を

考慮して必要と認められた額について減損処理を行なっております。 

  

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

 24,559  △36,053

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

営業投資有価証券       

(1) 株式  －  －  －

(2) 債券  －  －  －

小計  －  －  －

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

営業投資有価証券       

(1) 株式  462,006  306,370  △155,636

(2) 債券  －  －  －

小計  462,006  306,370  △155,636

合計  462,006  306,370  △155,636



４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について、1,066,918千円の減損処理を行っておりま

す。  

なお、減損処理にあたっては、期末における実質価額が取得原価に比べ、50％以上下落した場合には、回復可能性

等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行なっております。 

  

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 332,837  11,468  57,391

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

（投資有価証券）   

株式  20,000

（営業投資有価証券）   

株式  800,222

投資事業組合等への出資金  154,631

  １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円）

債券         

関係会社社債  －  －  200,000  －



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．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

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

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  

（ストック・オプション等関係）

  
2004年 

第１回新株予約権 
2004年

第２回新株予約権 
2004年

 第３回新株予約権 
2004年

第４回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役  ７名 

当社監査役  ３名 

当社相談役  １名 

当社従業員   17名 

子会社取締役  １名 

子会社監査役  ２名 

当社取締役  １名 

当社監査役  ３名 

当社従業員   23名 

子会社取締役  ２名 

当社執行役員 ２名 

当社従業員    10名 

子会社取締役  ２名 

子会社執行役員２名 

子会社従業員  １名 

ストック・オプション数

（注） 
普通株式7,000,000株 普通株式1,140,000株 普通株式 390,000株 普通株式1,970,000株

付与日 平成16年８月25日 平成16年９月10日 平成16年９月17日 平成17年６月17日 

権利確定条件 － － － － 

対象勤務期間 － － － － 

権利行使期間 
平成16年９月１日～ 

 平成26年６月29日 

平成16年９月24日～ 

  平成26年６月29日 

平成16年10月１日～ 

  平成26年６月29日 

平成17年７月１日～ 

 平成26年６月29日 

  
2004年 

第１回新株予約権 
2004年

第２回新株予約権 
2004年

第３回新株予約権 
2004年

第４回新株予約権 

権利確定前     （株）         

前連結会計年度末 － － － － 

付与 － － － － 

失効 － － － － 

権利確定 － － － － 

未確定残 － － － － 

権利確定後     （株）         

前連結会計年度末  5,580,000  1,050,000  340,000  1,740,000

権利確定 － － － － 

権利行使 － － － － 

失効 － － － － 

未行使残  5,580,000  1,050,000  340,000  1,740,000

  
2004年 

第１回新株予約権 
2004年

第２回新株予約権 
2004年

第３回新株予約権 
2004年

第４回新株予約権 

権利行使価格    （円）  212  237  251  240

行使時平均株価   （円） － － － － 

公正な評価単価（付与日）

（円） 
－ － － － 



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

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

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  

  
2004年 

第１回新株予約権 
2004年

第２回新株予約権 
2004年

 第３回新株予約権 
2004年

第４回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役  ７名 

当社監査役  ３名 

当社相談役  １名 

当社従業員   17名 

子会社取締役  １名 

子会社監査役  ２名 

当社取締役  １名 

当社監査役  ３名 

当社従業員   23名 

子会社取締役  ２名 

当社執行役員 ２名 

当社従業員    10名 

子会社取締役  ２名 

子会社執行役員２名 

子会社従業員  １名 

ストック・オプション数

（注） 
普通株式7,000,000株 普通株式1,140,000株 普通株式 390,000株 普通株式1,970,000株

付与日 平成16年８月25日 平成16年９月10日 平成16年９月17日 平成17年６月17日 

権利確定条件 － － － － 

対象勤務期間 － － － － 

権利行使期間 
平成16年９月１日～ 

 平成26年６月29日 

平成16年９月24日～ 

  平成26年６月29日 

平成16年10月１日～ 

  平成26年６月29日 

平成17年７月１日～ 

 平成26年６月29日 

  
2004年 

第１回新株予約権 
2004年

第２回新株予約権 
2004年

第３回新株予約権 
2004年

第４回新株予約権 

権利確定前     （株）         

前連結会計年度末 － － － － 

付与 － － － － 

失効 － － － － 

権利確定 － － － － 

未確定残 － － － － 

権利確定後     （株）         

前連結会計年度末  5,580,000  1,050,000  340,000  1,740,000

権利確定 － － － － 

権利行使 － － － － 

失効 － － － － 

未行使残  5,580,000  1,050,000  340,000  1,740,000

  
2004年 

第１回新株予約権 
2004年

第２回新株予約権 
2004年

第３回新株予約権 
2004年

第４回新株予約権 

権利行使価格    （円）  212  237  251  240

行使時平均株価   （円） － － － － 

公正な評価単価（付与日）

（円） 
－ － － － 



  

（税効果会計関係）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。  

繰延税金資産     

繰越欠損金 3,295,687 千円

固定資産評価損 28,635  

営業投資有価証券評価損 864,576  

関係会社株式評価損 701,861  

その他の関係会社有価証券 

評価損 
149,232  

貸倒引当金 117,394  

退職給付引当金 40,809  

減損損失 84,894  

その他 106,334  

繰延税金資産小計 5,389,426  

評価性引当額 △5,387,029  

繰延税金資産合計 2,396  

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 36,829  

繰延税金負債合計 36,829  

繰延税金資産の純額 △34,432  

 流動資産－繰延税金資産 1,974 千円

 固定資産－繰延税金資産 421  

 流動負債－繰延税金負債 －  

 固定負債－繰延税金負債 36,829  

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。  

繰延税金資産     

繰越欠損金 4,455,375 千円

固定資産評価損 28,635  

営業投資有価証券評価損 827,917  

関係会社株式評価損 410,041  

その他の関係会社有価証券 

評価損 
149,232  

貸倒引当金 76,281  

退職給付引当金 34,729  

減損損失 58,150  

その他有価証券評価差額金 67,446  

その他 69,668  

繰延税金資産小計 6,177,479  

評価性引当額 △6,176,719  

繰延税金資産合計 759  

繰延税金負債     

繰延税金負債合計 －  

繰延税金資産の純額 759  

 流動資産－繰延税金資産 29 千円

 固定資産－繰延税金資産 729  

 流動負債－繰延税金負債 －  

 固定負債－繰延税金負債 －  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

 税金等調整前当期純損失となったため、記載してお

りません。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

同左 



近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

（注）１．事業区分の方法 

当社及び連結子会社の事業内容に基づく区分によっております。 

２．各区分の主な事業内容 

投資事業  ………プライベート・エクイティ投資、上場企業への投資、プレＩＰＯ投資 

産業資材事業………合成樹脂建材、防水工法の開発・販売、特殊フィルム・照明機材等の販売、建築用床材の

製造・販売 

ファッション事業…ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売 

その他の事業………保険代理店業、不動産賃貸業、Ｗｅｂインテグレーション事業 

３．消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額 

当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,899,915千円であ

り、その主なものは親会社での余資運用資金（現金）及び管理部門に係る資産等であります。 

４．産業資材事業につきましては、当社の連結子会社であった㈱ダイフレックス（旧商号 ㈱ダイフレックスホー

ルディングス）の全株式を平成19年９月に売却し、同社及び同社の子会社11社を連結子会社から除外したた

め、前連結会計年度に比べ、売上高、営業費用及び資産が大幅に減少しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

投資事業 
（千円） 

産業資材事業
（千円） 

ファッション事業
（千円） 

その他の事業
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 連結（千円）

Ⅰ．売上高             

(1) 外部顧客に対す

る売上高 
 5,953,309  8,407,547  2,453,120  270,966  －  17,084,944

(2) セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 2,250  160  118  －  (2,528)  －

計  5,955,559  8,407,707  2,453,238  270,966  (2,528)  17,084,944

Ⅱ．営業費用  8,519,015  8,932,418  2,651,238  269,525  (20,017)  20,352,181

Ⅲ．営業損益  △2,563,455  △524,711  △197,999  1,441  17,488  △3,267,237

Ⅳ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出 

            

資産  6,819,022  783,533  1,062,635  72,464  2,871,756  11,609,412

減価償却費  26,746  73,169  37,460  53  3,536  140,965

減損損失  －  52,606  65,709  －  －  118,316

資本的支出  16,399  145,354  68,472  －  －  230,226



５．事業区分の方法の変更 

当連結会計年度より「海洋事業」のセグメントを廃止し、「その他の事業」に含める方法に変更しておりま

す。これは前期に不採算部門の縮小及び経費の見直しなどのリストラ策を進めた結果、当社グループ全体に占

める事業規模の割合が大幅に縮小し、今後も事業規模が回復する見込みがなくなったためであります。また、

この変更による「その他の事業」の売上高及び営業費用に与える影響は軽微であります。 

なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分すると

次のようになります。 

  

  

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） 

投資事業 
（千円） 

産業資材事業
（千円） 

ファッション事業
（千円） 

その他の事業
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 連結（千円）

Ⅰ．売上高             

(1) 外部顧客に対す

る売上高 
 7,782,143  13,164,162  2,589,587  804,925  －  24,340,818

(2) セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  563  13  －  (577)  －

計  7,782,143  13,164,726  2,589,601  804,925  (577)  24,340,818

Ⅱ．営業費用  10,065,885  12,819,502  2,731,704  846,594  (43,752)  26,419,933

Ⅲ．営業損益  △2,283,741  345,224  △142,103  △41,669  43,174  △2,079,114

Ⅳ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出 

            

資産  10,897,854  10,927,564  1,017,071  204,451  2,754,029  25,800,971

減価償却費  25,649  163,933  23,876  46,607  4,452  264,520

減損損失  －  －  －  10,757  －  10,757

資本的支出  4,966  182,517  59,305  4,583  －  251,373



（注）１．事業区分の方法 

当社及び連結子会社の事業内容に基づく区分によっております。 

２．各区分の主な事業内容 

インベストメントバンキング事業…プライベート・エクイティ投資、上場企業への投資、プレＩＰＯ投資 

産業資材事業…………………………特殊フィルム・照明機材等の販売、建築用床材の製造・販売 

ファッション事業……………………ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売 

その他の事業…………………………ブランド事業、リスクマネジメント事業、アドバイザリー事業他 

３．消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額 

当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、613,458千円であり、

その主なものは当社での余資運用資金（現金）及び管理部門に係る資産等であります。 

４．事業区分名称の変更 

 前連結会計年度まで「投資事業」と区分していた事業につきまして、当連結会計年度より「インベストメン

トバンキング事業」と事業区分名称を変更いたしました。 

５．ファッション事業におきましては、当連結会計年度において、連結子会社であったＡＤＩＲＯＮ㈱の当社が保

有する同社の全株式を売却し、連結の範囲から除外したため、前連結会計年度に比べ、 売上高、営業費用及

び営業損失が大幅に減少いたしました。 

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） 

 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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満となったため、記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

インベンスメント
バンキング事業 

（千円） 

産業資材事業
（千円） 

ファッション事業
（千円） 

その他の事業
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 連結（千円）

Ⅰ．売上高             

(1) 外部顧客に対す

る売上高 
 253,367  742,993  1,173,975  132,151  －  2,302,487

(2) セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  56  －  －  (56)  －

計  253,367  743,049  1,173,975  132,151  (56)  2,302,487

Ⅱ．営業費用  1,188,519  879,040  1,223,290  124,311  (15,402)  3,399,760

Ⅲ．営業損益  △935,151  △135,991  △49,314  7,839  15,345  △1,097,272

Ⅳ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出 

            

資産  1,801,594  543,975  －  49,074  610,059  3,004,702

減価償却費  17,352  1,023  10,792  3,285  4,585  37,040

資本的支出  344  3,862  9,148  －  2,158  15,513

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



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．役員及び個人主要株主等 

  

２．子会社等 

（注）１．上記１．及び２．の金額には、消費税は含まれておりません。 

２．当社代表取締役竹井博康が直接議決権の100％を保有しております。 

３．資金の貸借取引については、有価証券の譲渡担保予約契約を締結しております。なお、平成20年５月末日までに有価証券の譲渡担保

契約及び不動産を担保として受け入れる予定であります。また、返済期間１年内の短期取引で、利息は市場金利を勘案して利率を合

理的に決定しております。 

４．取得価額は、直近の第三者割当増資による取引価格を勘案し、通常の投資案件と同様の社内手続きにより決定しております。 

５．広告料の取引については、一般取引と同様に決定しております。 

６．平成20年３月６日に当財団法人の会長職を退任したため、関連当事者ではなくなりました。なお、取引金額につきましては、同日ま

でのものを記載しております。 

７．社債の引受に伴う社債利息については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

（注）１．取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２．当社代表取締役竹井博康が直接議決権の100％を所有しております。 

３．資金の賃借取引については、返済期間１年内の短期取引で、利息は市場金利を勘案して利率を合理的に決定し

ております。 

４．資金の貸付けに際し、有価証券及び不動産を担保として受け入れております。  

  

（関連当事者情報）

区分 会社等の名称 住所 事業の内容又は職業
議決権等の所
有（被所有）

割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 役員の
兼任等 事業上の関係

役員及びその近親

者が議決権の過半

数を所有している

会社 

エルエムアイ㈱ 
（注）２、３、４ 

東京都港区 コンサルティング業
(被所有)直接

4.16% 
１名

インベストメント

バンキング業務の

アドバイス 

金銭の貸付

利息の受取 
 
 

265,000

18,382

短期貸付金

－ 
865,000

－

営業投資有価

証券の取得  130,900 －  －

(財)社会スポーツ

センター 
（注）５、６ 

東京都多摩市 スポーツの普及振興 － １名 当社広告の掲載 広告料の支払  18,500 －  －

区分 会社等の名称 住所 事業の内容又は職業
議決権等の所
有（被所有）

割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 役員の
兼任等 事業上の関係

関連会社 
クリストフル 

ジャパン㈱ 
（注）７ 

東京都港区 
銀製品等の輸入及び

販売 
(所有)直接

50.0% 
２名 社債の引受

社債の引受

利息の受取 
 
 

200,000

138

関係会社 
社債 
その他流動

資産 

200,000

138

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 

（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）

割合 

関連当事者
との関係 

取引の
内容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社  

エルエムア

イ㈱ 
（注）２  

東京都港区  10 
コンサルテ

ィング業 
（被所有） 

直接 4.01％ 

インベスト

メントバン

キング業務

のアドバイ

ス 

貸付金の

回収 
（注）３  

550,000 
短期貸付金 
（注）４  315,000

利息の受

取 22,673 － －



２．連結財務諸表提出会社の親会社又は重要な関連会社に関する注記 

重要な関連会社の要約財務情報 

 当連結会計年度において、重要な関連会社はクリストフルジャパン㈱であり、その要約財務情報は以下のと

おりであります。 

クリストフルジャパン㈱ 要約財務情報      

流動資産合計         534,215千円 

固定資産合計         117,510千円 

  

流動負債合計         337,092千円 

固定負債合計         200,000千円 

  

純資産合計          114,633千円 

  

売上高            749,400千円 

税引前当期純損失金額（△）  △87,643千円 

当期純損失金額（△）    △89,930千円   

  



（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額       23円97銭

１株当たり当期純損失金額     20円92銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額         10円43銭

１株当たり当期純損失金額       12円45銭

  
前連結会計年度末

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  5,109,537  2,338,486

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 145,988  126,082

（うち少数株主持分）  (145,988)  (126,082)  

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  4,963,549  2,212,404

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
 207,084,834  212,184,379

  
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） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純損失（千円）  4,331,224  2,616,999

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  4,331,224  2,616,999

期中平均株式数（株）  207,082,209  210,281,792

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

 平成16年８月25日取締役会決議

による第１回新株予約権（新株予

約権の数5,580個） 

普通株式5,580,000株 

 平成16年９月７日取締役会決議

による第２回新株予約権（新株予

約権の数1,050個） 

普通株式1,050,000株 

 平成16年９月13日取締役会決議

による第３回新株予約権（新株予

約権の数340個） 

普通株式340,000株 

 平成17年６月７日取締役会決議

による第４回新株予約権（新株予

約権の数1,740個） 

普通株式1,740,000株 

 2008年満期ユーロ円貨建転換社

債型新株予約権付社債（券面総額

5,000,000千円） 

普通株式20,833,333株  

 平成16年８月25日取締役会決議

による第１回新株予約権（新株予

約権の数5,580個） 

普通株式5,580,000株 

 平成16年９月７日取締役会決議

による第２回新株予約権（新株予

約権の数1,050個） 

普通株式1,050,000株 

 平成16年９月13日取締役会決議

による第３回新株予約権（新株予

約権の数340個） 

普通株式340,000株 

 平成17年６月７日取締役会決議

による第４回新株予約権（新株予

約権の数1,740個） 

普通株式1,740,000株 



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．平成20年４月14日開催の当社取締役会において、平成20年４月30日を払込期日とする第三者割当によるＯａｋ

キャピタル株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議いたしました。その概要は次のと

おりであります。 

(1) 発行総額 1,008,000,000円 

(2) 発行価額 社債額面金額の100％（社債額面金額21,000,000円） 

(3) 発行価格 額面100円につき金100円 

(4) 払込期日 平成20年４月30日 

(5) 償還期限 平成23年４月28日に社債額面金額の100％で償還 

(6) 利率   年3.5％ 

(7) 新株予約権に関する事項 

① 新株予約権の目的となる株式の種類 

  当社普通株式 

② 新株予約権の目的となる株式の数 

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社が有する当社普通株

式を処分（以下当社普通株式の発行または処分を当社普通株式の「交付」という。）する数は、行使請求

に係る本社債の払込価額の総額を下記④記載の転換価額で除した数とする。 

③ 本新株予約権の総数 

  48個 

④ 本新株予約権の行使に際して払い込むべき額  

ⅰ 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価

額は、その額面金額と同額とする。 

ⅱ 本新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき１株当たりの額（以下「転換価額」という。）は、当

初26円とする。 

ⅲ 転換価額の修正条項 

行使可能期間における転換価額は、平成20年７月30日を第１回、平成21年４月28日を第２回、平成22年

４月28日を第３回の修正日として、各々の修正日の前日の10連続取引日（ただし、売買高加重平均価格

の算出されない日は除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平

均価格の平均値に相当する金額（円未満小数第３位を切上げる。以下「修正後転換価額」という。）が

修正直前の転換価額を下回る場合には修正後転換価額に修正される。ただし、当初転換価額の50％（以

下「下限転換価額」という。）を下回ることとなる場合には、修正後転換価額は下限転換価額とする。

ⅳ 転換価額の調整 

当社は、当社が本新株予約権付社債を発行後、時価を下回る発行価額または移転価額をもって普通株式

を交付する場合または時価を下回る価額をもって、新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行または

付与する場合は、次の算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。 

⑤ 新株予約権の行使期間 

  平成20年５月１日から平成23年４月21日 

⑥ 新株予約権の行使の条件 

  各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(8) 資金の使途 

全額を当社発行による既発行の「2008年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債」の買入資金の一部

に充当する予定である。 

(9) 社債権者の選択による繰上償還 

社債権者は、当社に対して、繰上償還日を平成20年10月30日として、当該繰上償還日の30営業日以上60営業

日以内の事前の通知をし、その保有する本社債の全部または一部を額面100円につき100円で繰上償還するこ

とを、請求する権利を有する。社債権者は当該通知を、当社の同意なく、これを撤回することができないも

のとする。 

（重要な後発事象）

          

既発行株式数  

  

＋ 

新発行・処分株式数×１株

当たりの発行・処分価額  

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
時価   

 既発行株式数＋新発行・処分株式数    



２．平成17年５月12日に発行いたしました2008年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債の全額について買

入消却を行うことを平成20年４月14日開催の当社取締役会で決定し、平成20年５月９日までに未償還額全額を

買入消却いたしました。 

なお、同社債に付された新株予約権の全部（新株予約権の数は100個、その目的となる株式の種類及び数は、

普通株式20,833,333株、行使価額240円）は、行使期間満了により消滅いたしました。 

(1) 買入消却した社債の銘柄 

  2008年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債 

(2) 買入消却日及び消却額   

３．㈱ダイフレックスに対する短期貸付金860,000千円については、平成20年４月24日付で締結した約定に基づき

平成20年５月１日に700,000千円を回収しております。なお、残額の160,000千円につきましては、平成20年６

月30日までに回収する約定となっております。 

４．当社は平成20年５月15日開催の取締役会において、平成20年６月27日開催の第147期定時株主総会に、以下の

とおり資本金の額減少について付議することを決議いたしました。 

(1) 資本金の額減少の目的 

繰越欠損を填補し、これを全額解消することにより資本構成の是正を図ると同時に、今後の資本政策の機動

性を確保するためであります。 

(2) 資本金の額減少の方法 

発行済株式総数の変更は行わず、資本の額のみを減少いたします。  

(3) 減少する資本金の額 

減少する資本金の額は4,964,055,642円とし、平成20年３月31日現在の資本金の額である7,964,055,642円を

基準に減資を行うと、減少後の資本金の額は3,000,000,000円となります。  

(4) 剰余金の処分により欠損填補に充てる額 

欠損填補に充てる額は4,904,425,633円とします。 

(5) 資本金の額減少の日程 

① 取締役会決議日     平成20年５月15日 

② 株主総会決議日     平成20年６月27日（予定） 

③ 債権者異議申述 終期日 平成20年７月31日（予定） 

④ 効力発生日       平成20年８月１日（予定）  

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 リース取引、デリバティブ取引及び退職給付に関する注記につきましては、決算短信における開示の重要性が大き

くないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

平成20年４月30日 3,000,000千円

平成20年５月９日 2,000,000千円

合計 5,000,000千円

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,922,128 205,443

売掛金 149,559 1,124

営業投資有価証券 2,298,955 1,055,784

前払費用 32,607 15,543

短期貸付金 860,000 －

株主短期貸付金 865,000 315,000

関係会社短期貸付金 856,400 3,200

未収入金 2,137 3,586

その他 29,147 1,334

貸倒引当金 △1,001,000 －

流動資産合計 6,014,936 1,601,016

固定資産   

有形固定資産   

建物 107,907 109,510

減価償却累計額 △54,509 △64,910

建物（純額） 53,397 44,600

車両運搬具 13,217 13,217

減価償却累計額 △6,608 △9,913

車両運搬具（純額） 6,608 3,304

工具、器具及び備品 77,087 59,362

減価償却累計額 △46,462 △40,701

工具、器具及び備品（純額） 30,625 18,661

土地 17,941 17,941

建設仮勘定 2,100 －

有形固定資産合計 110,673 84,507

無形固定資産   

ソフトウエア 1,527 890

電話加入権 1,569 1,569

無形固定資産合計 3,097 2,459

投資その他の資産   

投資有価証券 20,000 20,000

営業投資有価証券 2,851,281 －

関係会社株式 311,047 225,000

関係会社社債 200,000 200,000

その他の関係会社有価証券 137,048 119,574

出資金 135 135

長期貸付金 － 160,000

関係会社長期貸付金 3,200 －

破産更生債権等 33,954 31,154

長期前払費用 945 463

差入保証金 70,771 70,566

貸倒引当金 △33,954 △191,154

投資その他の資産合計 3,594,428 635,739

固定資産合計 3,708,199 722,706

資産合計 9,723,136 2,323,723



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

1年内償還予定の新株予約権付社債 5,000,000 －

未払金 34,177 13,073

未払費用 16,784 16,688

未払法人税等 9,024 1,543

預り金 12,453 8,024

その他 155 28,906

流動負債合計 5,072,596 68,235

固定負債   

繰延税金負債 36,829 －

退職給付引当金 33,392 43,180

長期預り保証金 328 328

固定負債合計 70,550 43,508

負債合計 5,143,147 111,744

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,964,055 3,042,000

資本剰余金   

資本準備金 9,227 51,227

その他資本剰余金 1,436,482 1,490,399

利益剰余金   

利益準備金 35,500 35,500

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △4,904,425 △2,232,084

自己株式 △14,512 △9,347

株主資本合計 4,526,327 2,377,696

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,660 △165,717

評価・換算差額等合計 53,660 △165,717

純資産合計 4,579,988 2,211,978

負債純資産合計 9,723,136 2,323,723



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

投資収益 4,540,586 231,013

投資事業組合管理収入 125,000 16,363

その他の営業収入 4,250 14,306

売上高合計 4,669,836 261,683

売上原価   

投資原価 6,749,069 378,760

売上総損失（△） △2,079,232 △117,076

販売費及び一般管理費 1,311,111 815,010

営業損失（△） △3,390,344 △932,087

営業外収益   

受取利息 59,335 54,383

有価証券利息 150 4,200

受取配当金 34,677 84,832

為替差益 － 29,062

その他 6,435 6,410

営業外収益合計 100,599 178,888

営業外費用   

支払利息 － 77,662

社債利息 － 16,214

為替差損 25,731 －

新株発行費償却 19,473 －

社債発行費償却 6,663 10,094

その他 8,432 9,229

営業外費用合計 60,300 113,200

経常損失（△） △3,350,045 △866,398

特別利益   

関係会社株式売却益 1,265,386 101,003

貸倒引当金戻入額 － 2,000

その他 15,569 －

特別利益合計 1,280,956 103,003

特別損失   

営業投資有価証券評価損 1,165,047 1,122,820

関係会社株式評価損 738,956 86,047

貸倒引当金繰入額 904,700 －

その他 25,421 258,610

特別損失合計 2,834,126 1,467,478

税引前当期純損失（△） △4,903,215 △2,230,874

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,210

当期純損失（△） △4,904,425 △2,232,084



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,964,055 7,964,055

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 42,000

資本金から剰余金への振替 － △4,964,055

当期変動額合計 － △4,922,055

当期末残高 7,964,055 3,042,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,509,227 9,227

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 42,000

準備金から剰余金への振替 △2,500,000 －

当期変動額合計 △2,500,000 42,000

当期末残高 9,227 51,227

その他資本剰余金   

前期末残高 1,589,824 1,436,482

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － 4,964,055

準備金から剰余金への振替 2,500,000 －

欠損填補 △2,650,378 △4,904,425

自己株式の処分 △2,964 △5,712

当期変動額合計 △153,342 53,917

当期末残高 1,436,482 1,490,399

資本剰余金合計   

前期末残高 4,099,052 1,445,710

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 42,000

資本金から剰余金への振替 － 4,964,055

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 △2,650,378 △4,904,425

自己株式の処分 △2,964 △5,712

当期変動額合計 △2,653,342 95,917

当期末残高 1,445,710 1,541,627



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 35,500 35,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 35,500 35,500

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △2,650,378 △4,904,425

当期変動額   

欠損填補 2,650,378 4,904,425

当期純損失（△） △4,904,425 △2,232,084

当期変動額合計 △2,254,047 2,672,341

当期末残高 △4,904,425 △2,232,084

利益剰余金合計   

前期末残高 △2,614,878 △4,868,925

当期変動額   

欠損填補 2,650,378 4,904,425

当期純損失（△） △4,904,425 △2,232,084

当期変動額合計 △2,254,047 2,672,341

当期末残高 △4,868,925 △2,196,584

自己株式   

前期末残高 △17,029 △14,512

当期変動額   

自己株式の取得 △2,293 △1,658

自己株式の処分 4,809 6,823

当期変動額合計 2,516 5,165

当期末残高 △14,512 △9,347

株主資本合計   

前期末残高 9,431,200 4,526,327

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 84,000

資本金から剰余金への振替 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △4,904,425 △2,232,084

自己株式の取得 △2,293 △1,658

自己株式の処分 1,845 1,110

当期変動額合計 △4,904,872 △2,148,631

当期末残高 4,526,327 2,377,696



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 60,868 53,660

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,207 △219,378

当期変動額合計 △7,207 △219,378

当期末残高 53,660 △165,717

評価・換算差額等合計   

前期末残高 60,868 53,660

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,207 △219,378

当期変動額合計 △7,207 △219,378

当期末残高 53,660 △165,717

純資産合計   

前期末残高 9,492,069 4,579,988

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 84,000

資本金から剰余金への振替 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △4,904,425 △2,232,084

自己株式の取得 △2,293 △1,658

自己株式の処分 1,845 1,110

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,207 △219,378

当期変動額合計 △4,912,080 △2,368,009

当期末残高 4,579,988 2,211,978



  

継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当社は、前事業年度及び当事業年度に営業損失、経常損

失及び当期純損失を計上したため、継続企業の前提に関す

る重要な疑義を抱かせる状況にあります。 

 当社の中核事業である投資事業は、投資先の株価や企業

価値の変動に業績が左右される事業特性を有しており、売

買目的で保有している営業投資有価証券については、時価

評価差額を損益計算書に反映し、またそれ以外の営業投資

有価証券につきましても、著しい株価の下落あるいは企業

価値の毀損が見られる場合には評価損を計上することとな

ります。このような背景のなか、当期は一部の投資先の経

営破綻等により、株式評価損を計上したことなどが損失計

上の主たる要因となりました。 

 当社はこのような状況を解消すべく、平成21年３月期を

初年度とする３ヵ年の中期経営計画を策定し、経営基盤の

再構築に取り組むとともに収益力・成長力の回復及び財務

体質の改善に努めてまいります。  

 当中期経営計画の骨子は下記のとおりです。 

１．事業基盤の再構築 

 投資事業はリスク管理（投資先の厳選強化）と収益

の 大化（優良投資先の発掘とバリューアップ）に重

点を置いた新体制とし、人材と組織力を生かした「イ

ンベストメントバンキング事業」として展開してまい

ります。   

 また、今後の成長が見込まれる事業分野である、プ

レミアムブランド事業及びコンサルティング事業（リ

スクマネジメント＆アドバイザリー・サービス）を事

業化することにより、収益の安定化を図ります。 

 なお、中期経営計画 終年度には営業利益の25％を

２つの新規事業により生み出せる体制を目指します。

２．リスクマネーの確保 

 トップ・マネジメントによる海外投資家とのネット

ワークの再構築を行い、外国金融機関の開拓及び海外

投資家との連携投資の提案を通じ、外部投資家より資

金提供を受け、インベストメントバンキングの事業展

開を側面から支援します。 

３．組織・人事体制の強化 

 事業戦略の転換に伴い、経営責任を負うトップ・マ

ネジメントと執行責任を負うライン部門を直結した組

織体制といたします。また、投資のスペシャリストの

確保・育成のため、外部からの招聘、コンサルティン

グファーム等の外部リソースの活用を行います。 

 当社は、前々事業年度から当事業年度まで営業損失、経

常損失及び当期純損失を計上したため、当該状況により、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存

在しております。 

 当社の中核事業であるインベストメントバンキング事業

は、投資先の株価や企業価値の変動に業績が左右される事

業特性を有しております。売買目的で保有している営業投

資有価証券につきましては、時価評価差額を損益計算書に

反映し、またそれ以外の営業投資有価証券につきまして

も、著しい株価の下落あるいは企業価値の毀損が見られる

場合には評価損を計上いたしますが、これらが損失計上の

主たる要因となっております。 

 また、当事業年度につきましても、米国発の金融危機以

降、投資環境が急速に悪化したため、営業投資有価証券の

売却の進捗が大幅に遅れ、投資回収に至らず、売上高が低

迷いたしました。加えて、当社の投資先企業の株式公開の

延期や株式市場の冷え込みによる株式公開の計画の見送り

が予想され、取得時の投資回収計画との間に想定外の乖離

が生じたため、株式評価損を計上することとした結果、当

期純損失の計上となりました。 

 今後の経営環境につきましては、株式市場並びに投資環

境の大きな変化に伴い、非常に見通しが困難な状況である

ため、中期経営計画を見直し、対応策として、平成21年度

の事業計画及び経営改善策を策定いたしました。  

 平成21年度の事業計画及び経営改善策の骨子は下記のと

おりであります。 

１．平成21年度の事業計画の骨子 

(1) インベストメントバンキング事業 

 厳しい経営環境の中、それぞれの業界において、

事業再編の動きが活発化するとの見通しから、企業

再編に関する投資や企業再編コンサルティングの比

重を高め、現在の経営環境をビジネスチャンスに転

換できる提案を行い、収益の向上に繋げてまいりま

す。 

(2) 資金調達  

 当社の株価水準を考慮しながら時期を計り、国内

外の機関投資家を引受先とするファイナンス（第三

者割当増資及び新株予約権付社債）による10億円の

資金調達を計画しております。また、エルエムアイ

㈱に対する短期貸付金３億15百万円につきまして

は、平成21年９月末日までに回収する予定でありま

す。 



  

  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 以上により、中期経営計画における当期純利益（個別）

は、平成21年３月期１億50百万円、平成22年３月期５億

円、平成23年３月期11億円を必達目標としております。 

 また、財務面においては、投資資金の確保のため、国内

外の保険会社等を引受先とする第三者割当増資による５億

円（平成20年７月末予定）と併せて転換社債型新株予約権

付社債等の発行により平成21年３月期は計40億８百万円

（うち、10億８百万円は平成20年４月30日に発行済）、平

成22年３月期25億円、平成23年３月期15億円の資金調達を

計画しております。 

 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財務諸表には反映しておりませ

ん。 

２．経営改善策の骨子 

(1) 事業推進体制の改革 

 当社は引き続きポートフォリオの再編を急ぎ、現

下のＥＸＩＴ（投資回収）案件に全社一丸となって

取り組むとともに、変動要因による影響の大きい短

期利益重視の投資から、将来の持続的繁栄のため長

期安定成長の投資へと軸足を移すことといたしま

す。 

(2) 財務体質の強化 

 当社は、平成21年３月30日をもって短期借入金を

完済いたしました。 

 これにより、無借金経営となるとともに、投資回

収の推進と新たな投資方針の実行により、財務体質

の強化を図ってまいります。 

(3) 経費の削減 

 当社は、緊急課題として組織体制の見直し及び本

社運営コスト等、更なる経費削減に取り組んでまい

ります。 

   以上により、平成21年度の売上高は17億50百万円とし、

営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては黒字化

を目指してまいります。 

 しかしながら、営業投資有価証券の売却金額と売却先及

び資金調達の時期と引受先が決定していないことから、現

時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れます。 

 なお、当社は上記の対応策を実行中であり、財務諸表は

継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に

関する重要な不確実性の影響を財務諸表には反映しており

ません。 
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