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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）

営業収益 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 9,454 △55.9 △31,382 ― △32,696 ― △34,899 ―

20年3月期 21,444 △20.3 5,172 △58.4 4,392 △64.2 1,512 △69.4

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 △296.07 ― △101.7 △34.3 △331.9

20年3月期 13.14 12.45 2.7 3.9 24.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  0百万円 20年3月期  △57百万円

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 74,631 25,204 18.5 116.93
20年3月期 116,249 70,921 47.2 465.15

（参考） 自己資本   21年3月期  13,782百万円 20年3月期  54,831百万円

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 △10,810 1,650 4,778 8,158
20年3月期 △6,556 △4,355 12,295 12,833

2.  配当の状況 

（注）平成22年3月期における配当予想額は未定であります。 

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 ― 16.00 16.00 1,886 121.8 3.3
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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） 
 当社グループは、これまで第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を行っておりました。しかしながら、当社グループ（投資事業組合等を含む）が
展開する投資事業全般は、その事業特性上株式市場等の変動要因による影響が極めて大きく、加えて昨今の変動の激しい環境下においては、合理的な
業績予想が困難であります。そのため、現時点では業績予想の開示を行わないこととさせて頂きたく存じます。 
 なお、当社グループは今後も引き続き、四半期決算の迅速な開示に努めるとともに、合理的な業績の予想が可能となった場合には、速やかにその開示
を行います。 
（注）詳細につきましては、6ページ『定性的情報・財務情報等』１.経営成績（1）経営成績に関する分析（次期の見通し）をご覧下さい。 
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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  

〔 (注)詳細は、10ページ【2.企業集団の状況】 をご覧ください。〕 

(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） 

〔 (注)詳細は、29ページ【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】 をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、41ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 4社 （社名 投資事業組合 4組合 ）

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 119,993,475株 20年3月期 119,993,475株

② 期末自己株式数 21年3月期  2,120,727株 20年3月期  2,115,839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 

 
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）  
 当社は、これまで第２四半期累計期間及び通期の業績予想を行っておりました。しかしながら、当社が展開する投資事業全般は、その事業特性上株式
市場等の変動要因による影響が極めて大きく、加えて昨今の変動の激しい環境下においては、合理的な業績予想が困難であります。そのため、現時点で
は業績予想の開示を行わないこととさせて頂きたく存じます。 
 なお、当社は今後も引き続き、四半期決算の迅速な開示に努めるとともに、合理的な業績の予想が可能となった場合には、速やかにその開示を行いま
す。 
（注）詳細につきましては、6ページ『定性的情報・財務諸表等』１.経営成績（1）経営成績に関する分析（次期の見通し）をご覧下さい。 
 
 

(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 7,011 △61.6 △27,836 ― △28,542 ― △35,920 ―

20年3月期 18,280 5.8 4,926 △31.1 4,667 △34.3 3,257 △10.9

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 △304.73 ―

20年3月期 28.30 26.80

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 61,765 13,706 22.2 116.28
20年3月期 98,276 54,964 55.9 466.28

（参考） 自己資本 21年3月期  13,706百万円 20年3月期  54,964百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 当連結会計年度より業績予想の開示を行っておりません。また、同様の理由から、配当予想額についても記載をしておりません。配当金額が確定した時
点で速やかに開示させて頂く所存です。 
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【定性的情報 ･ 財務諸表等】 

 

１．経営成績 
 
（１）経営成績に関する分析 

（当連結会計年度の経営成績） 

当連結会計年度（平成 20年 4月 1日～平成 21 年 3月 31 日）は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界

的金融不安が平成 20年 9月 15 日の米国大手証券会社リーマン･ブラザーズ社の経営破綻を機に世界的金融危機に発展

し、さらには実体経済へも影響を与え企業の業績悪化を招き、各国の景気後退と雇用不安が拡大するなど、世界経済

は歴史的な混乱に陥っております。 

特に当社グループの事業に直結している日本の新興市場においては、株価の低迷に加えて新規上場企業数も前年を

大幅に下回る、壊滅的状況に陥っております。また、当社グループが強い営業基盤を有するアジア各国の株式市場に

おいても、市況の低迷を受けて新規上場を見合わせる企業が増加するなど、当社グループを取り巻く投資回収環境は

当初の想定をはるかに超えて急激に厳しい状況となっております。 

 

そのような環境のもと、当社グループにおいては、ベンチャーキャピタル（ＶＣ）投資及びその他プライベートエ

クイティ投資における投資先企業の中から 12 社が新規上場を実現致しましたが、新興市場の株価低迷により上場株式

の売却時の株価は低水準にとどまりました。また、ベンチャーキャピタル投資以外のプライベートエクイティ投資に

おいても小規模な投資案件の売却を実現致しましたが、混迷を深める経済環境の影響が各ポートフォリオの投資回収

にも及んでおり、想定通りのタイミングと金額での売却は難しい状況にあります。そのため実現キャピタルゲインは

前連結会計年度に比較して大幅に減少致しました。 

 

一方、営業投資有価証券評価損、投資損失引当金繰入額については、第 2 四半期連結会計期間に当社グループ 大

のポートフォリオ（投融資先企業）であったりんかい日産建設株式会社（以下、りんかい日産社）が破綻した他、第 2

四半連結会計期間末以降の急激な株式市場の下落や為替の変動、また実体経済における景気の悪化による影響が当社

グループの投資先企業の財政状況や業績にも大きく及び、大幅な評価減を余儀なくされました。 

加えて、当社グループではこうした厳しい経済環境が今後一定期間継続するという前提に基づき、営業投資資産の

評価に関する社内ルールを抜本的に見直し、従来に比較してよりきめ細かい格付け基準とより厳格な償却引当基準を

実施しました。その結果、将来の成長に対する期待は依然としてありながらも、当連結会計年度において営業投資有

価証券評価損 16,178 百万円（うちりんかい日産社 5,521 百万円）（前期 1,794 百万円）、投資損失引当金繰入額 9,712

百万円（前期 671 百万円）を計上致しました。  

 

また、主に事業再生投融資事業に係る営業貸付金に対しても、融資先の財政状況や債権の保全状況を厳格かつ保守

的に評価した結果、当連結会計年度において貸倒引当金繰入額及び貸倒損失 2,618 百万円（うちりんかい日産社 861

百万円）を販売費及び一般管理費に計上致しました。 

 

さらに、政策目的で保有している投資有価証券についても、株価下落等に係る評価損 1,587 百万円及び売却損 1,039

百万円を計上、そして税効果会計についても繰延税金資産を全額取り崩すなど、当社グループが保有する全ての資産

について厳しい経済環境を反映した評価の上、必要な会計処理を実施致しました。 

加えて、今後強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため、「JAIC 事業再生計画」を策定し、当該計

画遂行に伴う事業再構築費用 584 百万円を特別損失に計上致しました。 

 

その結果、当連結会計年度の業績は、営業収益 9,454 百万円（前期比 55.9％減）、経常損失 32,696 百万円（前期経

常利益 4,392 百万円）、当期純損失 34,899 百万円（前期当期純利益 1,512 百万円）となりました。 

 
なお、「JAIC 事業再生計画」は、当社グループの持つ強みをより強化しつつ、人員削減・本社移転・支店閉鎖など徹

底的な経営合理化策及び取引金融機関の協力のもと財務体質の抜本的な改善に取り組む内容となっております。当社
としては今後不退転の決意を持って当計画を達成し、業績の回復に向けて邁進していく所存でございます。 
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事業部門別の活動状況及び収益の状況は以下のとおりであります。 

 

１）投資部門 

投資部門につきましては、営業収益は 9,057 百万円(前期比 56.4％減)、営業総損失は 24,128 百万円（前期営業総利

益 10,305 百万円）となりました。そのうちの主な収益は以下の業務であります。 

 

①ファンド設立の状況 

当連結会計年度末における当社グループが管理、運用又は投資情報の提供を行っているファンドの運用資産総額は 63

ファンド、124,098 百万円（前連結会計年度末 68 ファンド、147,887 百万円）となりました。  

また、新規設立又は運用資産が増加したファンドは 7ファンド、11,626 百万円（前連結会計年度 12 ファンド、19,565

百万円）となりました。 

連結対象ファンドから当社グループが受取る報酬額をグループ内部取引として相殺消去した後の投資事業組合等運

営報酬は 756 百万円（前期比 36.1％減）、このうち成功報酬は 94 百万円（前期比 80.3％減）となりました。 

                                                   （単位：百万円） 

前連結会計年度 
平成 19 年 4月１日～ 
平成 20 年 3月 31 日～ 

当連結会計年度 
平成 20 年 4月 1日～ 
平成 21 年 3月 31 日 

投資事業組合等運営報酬 1,183 756 

管 理 運 営 報 酬 等 703 662 

成 功 報 酬 479 94 

                             

②投資実行の状況 

グループの自己勘定及び当社グループが管理運営する ファンドからの投資実行額は、良質な案件を選別し慎重に投

資活動を進めたことや、プリンシパル投資の凍結を行った結果、15,046 百万円（前期比 37.2％減）となりました。  
 これを内訳別にみますと、ベンチャーキャピタル投資の実行額は、地域別では日本及びアメリカでの投資実行が大

きく減少致しましたが、成長性の高いアジア地域、特に北東アジアでは一定の投資実行額を維持し、10,429 百万円（前

期比 44.9％減） となりました。 

 また、その他のプライベートエクイティ投資においては、事業再生案件、バイアウト案件への投資額を一定に維持

し、24 社に対し 4,617 百 万円（前期 30 社、5,017 百万円）を 実行致しました。 

 

③新規上場と投資損益の状況 

当社グループの投資先企業からの新規上場会社数は、既上場企業との株式交換等も含め国内 6 社、海外 6 社、合計

12 社（前期 国内 19 社、海外 9社、合計 28 社）となりました。 

投資損益につきましては、ベンチャーキャピタル投資については長期にわたる世界的な株式市況の暴落と新規上場

会社数の減少の影響を受け、営業投資有価証券の売却が非常に低い水準で推移致しました。ベンチャーキャピタル投

資以外のプライベートエクイティ投資においても、経済環境の悪化の影響が投資先企業や売却候補先の企業に及んだ

ため、想定通りのタイミング、金額でのキャピタルゲインを確保することが困難な状況となりました。その結果、営

業投資有価証券売却高は 7,202 百万円（前期比 57.8％減）、売却による実現キャピタルゲインは 420 百万円（前期比

95.6％減）となりました。 

一方、営業投資有価証券評価損、投資損失引当金繰入額については、第 2 四半期連結会計期間に当社グループ 大

のポートフォリオ（投融資先企業）であったりんかい日産社が破綻した他、第 2 四半連結会計期間末以降の急激な株

式市場の下落や為替の変動、また実体経済における景気の悪化による影響が当社グループの投資先企業の財政状況や

業績にも大きく及び、大幅な評価減を余儀なくされました。 

加えて、当社グループではこうした厳しい経済環境が今後一定期間継続するという前提に基づき、営業投資資産の

評価に関する社内ルールを抜本的に見直し、従来に比較してよりきめ細かい格付け基準とより厳格な償却引当基準を

実施しました。その結果、将来の成長に対する期待は依然としてありながらも、当連結会計年度において営業投資有

価証券評価損 16,178 百万円（うちりんかい日産社 5,521 百万円）（前期比 801.5%増）、投資損失引当金繰入額 9,712 百

万円（前期比 1,345.9%増）を計上致しました。  
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以上の結果、投資損失は 25,470 百万円（前期投資利益 7,185 百万円）となりました。これにベンチャーキャピタル

以外のその他プライベートエクイティ投資からのインカムゲイン等の寄与を加えた投資業務による営業収益は 8,063

百万円（前期比 58.0％減）、営業総損失は 25,102 百万円（前期営業総利益 8,739 百万円）となりました。 

 

                                       （単位：百万円） 

前連結会計年度 
平成 19 年 4月 1日～ 
平成 20 年 3月 31 日～ 

当連結会計年度 
平成 20 年 4月 1日～ 
平成 21 年 3月 31 日 

営業投資有価証券売却高（A） 17,070 7,202 

営業投資有価証券売却原価 9,214 22,960 

営業投資有価証券売却原価(B) 7,419 6,782 

営業投資有価証券評価損(C) 1,794 16,178 

投資損失引当金繰入額(D) 671 9,712 

   

実現キャピタルゲイン(A)-(B) 9,651 420 

投資利益(A)-(B)-(C)-(D) 7,185 △25,470 

 

 

また、当連結会計年度における時価のある営業投資有価証券の含み損は、株式市況の低迷だけでなく、外貨建株式に対

する為替の変動を反映し、634 百万円（前連結会計年度末 2,408 百万円）となりました。 

                                                      （単位：百万円） 

 
前連結会計年度末 

(平成 20 年 3 月 31 日現在) 

当連結会計年度末 

(平成 21 年 3 月 31 日現在) 

取得原価 6,350 2,869 

連結貸借対照表計上額 8,759 2,234 

差額（含み益） 2,408 △634 

 

  

２）金融部門 

 営業収益は 397 百万円（前期比 41.9％減）、営業総利益は 149 百万円（前期比 5.8％増）となりました。 
 

当連結会計年度末現在の営業貸付金残高は 1,651 百万円(前連結会計年度末 3,967 百万円）となりました。りんかい

日産社及びその他の業況が悪化した企業に対し、当該融資先の財政状況や債権の保全状況等を厳格に評価した結果、

2,618 百万円の貸倒引当金繰入額及び貸倒損失を計上し、融資残高を固定資産の破産更生債権等へと振り替えたこと等

から残高が減少しております。収益面につきましては、営業貸付金利息による収益は 256 百万円(前期比 8.8％減)、資

金原価については 144 百万円（前期比 13.3％減）となっております。 

 

  この結果、当連結会計年度の営業収益は 9,454 百万円（前期比 55.9％減）、経常損失は 32,696 百万円（前期経常利

益 4,392 百万円）、当期純損失は 34,899 百万円（前期当期純利益 1,512 百万円）となりました。 
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（次期の見通し） 

当社はこれまで、経営の方向性を示すと同時に投資者の投資判断のために提供する情報として業績数値の目安を投資

家・株主の皆様に適時にお伝えすべく、第 2四半期連結累計期間及び通期での業績予想の開示に努めて参りました。 

しかしながら、当社グループ(投資事業組合等を含む）が展開する投資事業全般は、その事業特性上、株式等の売却

により得られる収入が大半を占めていることから、国内・海外の株式市場や経済環境に大きく影響を受けます。特に、

ベンチャーキャピタル投資においては新規上場市場の影響等を強く受けるため収益のぶれが大きく、また、１社当た

りの投資額が大きいベンチャーキャピタル以外のその他プライベートエクイティ投資においても、株式市場の状況や

経済情勢が個別案件の売却交渉の進捗に少なからず影響を与え、その収益計上時期が前後したり、回収額が予想と異

なることがあります。そのような事業特性に加え、経済環境が急激に変化する現況下においては、合理的な業績予想

の策定が極めて困難であり、むしろこのような環境下で、ある一定の前提のもとに策定した業績予想を開示すること

が、投資者の投資判断のために提供する情報として必ずしも適切性・有用性を持つものではないと判断致しました。   

上記の事情により、当社及び当社グループでは、現時点においては業績予想の開示を行わないことと致したく、何

卒ご理解頂きたくお願い致します。 

なお、業績予想の開示は行いませんが、四半期決算の迅速な開示に努めるとともに、合理的な業績の予想が可能とな

った場合には、速やかにその開示を行います。 

 

 

（２）財政状態に関する分析 
 

１）資産、負債及び純資産の状況に関する分析 

当連結会計年度末の総資産は、営業投資有価証券評価損の計上や含み益の減少に伴う営業投資有価証券の減少、繰延

税金資産の取崩による減少、売却及び投資有価証券評価損の計上による投資有価証券の減少により、74,631 百万円（前

連結会計年度末 116,249 百万円）となりました。 

負債総額は、未払法人税等が減少した一方短期借入金の増加等により、49,427 百万円（前連結会計年度末 45,328 百

万円）となりました。 

純資産は、当期純損失の計上による利益剰余金の減少や、株式市場の低迷や為替の変動によりその他有価証券評価差

額金が減少したため、25,204 百万円（前連結会計年度末 70,921 百万円）となり、結果として当連結会計年度末におけ

る自己資本比率は 18.5％（前連結会計年度末 47.2％）となりました。 

 

２）キャッシュ･フローの状況に関する分析 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ･フローは税金等調整前当期純損失の計上及び新規ファンドの

設立による投資事業組合への出資による支出の発生、並びに負債性引当金の減少に加え、法人税等の支払額が増加し

たため、10,810 百万円の減少（前連結会計年度 6,556 百万円の減少）となりました。 

投資活動によるキャッシュ･フローは、資金効率の向上を目的とした投資有価証券の売却による収入が増加したこと

等から 1,650 百万円の増加（前連結会計年度 4,355 百万円の減少）となりました。 

財務活動によるキャッシュ･フローは、将来の投資資金を確保すべく長期借入金による調達を行ったこと等から、

4,778 百万円の増加（前連結会計年度 12,295 百万円の増加）となりました。 

これに現金及び現金同等物に係る換算差額△294 百万円を加えた結果、当連結会計年度において現金及び現金同等物

の残高は 4,674 百万円減少して 8,158 百万円となりました。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

指標 
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（％） 51.5 61.2 51.1 47.2 18.5

時価ベースの自己資本比率（％） 58.7 121.6 77.4 40.0 6.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － 19.0 3.8 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 1.8 7.9 － －

 （注）自己資本比率：自己資本（新株予約権及び少数株主持分控除後）／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／営業キャッシュ・フロー 
     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
3.  営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。  

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。 
4.  平成 17 年 3月期、平成 20 年 3月期及び平成 21 年 3月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスになっておりますので、 

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・レシオは記載しておりません。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、定款の定めにより中間期・期末配当の年２回、剰余金の配当を行うことが可能となっております。 

利益配当につきましては、将来の収益源となる営業投資活動を積極的に行うべく内部留保の充実に努め、財務基盤の強化を図り

ながら、株主各位への安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。 

しかしながら、既にお知らせしております通り、当期におきましては経済環境の激変等に伴い大幅な当期純損失を計上すること

となったため、誠に遺憾ながら無配とさせて頂く所存です。 

なお、配当予想の開示につきましては、6 ページ（次期の見通し）に記載の通り、当連結会計年度より業績予想の開示を行わない

ことと致しましたため、次期以降の配当予想につきましても開示を行わないこととさせて頂く所存です。配当金額が確定した時点

で速やかに開示して参ります。 

 

 

（４）事業等のリスク 

当社及び当社グループの事業等のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると思われる主要な事項を記

載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努

める所存であります。 

 本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項については、当決算短信発表日現在において判断したもの

であります。 

 

(1）経済環境及び投資環境に係るリスク 

 当社グループは、自己資金及び当社グループが管理運営するファンドの資金により、日本・アジア・米国を中心とした未上

場株式等への投資を行い、主として投資先企業の株式上場による株式市場での売却や第三者等への売却によるキャピタルゲイ

ン、並びに管理運営するファンドからの成功報酬及び管理報酬を得ることを基幹業務としております。このため、当社グルー

プの経営成績及び財政状態は世界各国の株式市場及び投資対象地域の経済環境の影響を受けることとなります。世界経済が不

況に陥った場合、投資先企業の業績の不振が当社グループの投資資産価値の減価につながる可能性がある他、投資資金を回収

する局面において株式市場が活況でなく新規株式上場市場も低調であったり、経済環境が低迷し、売却交渉に悪影響を与えた

りする場合には、当社グループが得るキャピタルゲイン及び成功報酬が減少し、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

  

(2) 業績変動リスク 

 当社グループは、投資先企業の株式上場による株式市場での売却や第三者等への株式等売却によるキャピタルゲインを主た

る収益の 1つとしております。当該売却取引における売却価額は、収益計上される会計年度の株式市況や個々の投資先企業の

特性、その他様々な要因の影響を受けて想定外に変動する可能性があります。 その結果、会計年度によって得られるキャピ

タルゲインの金額が大きく変動し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社グループにおいては、ベンチャーキャピタル投資に比較して１件当たりの投資金額が大きいバイアウト投資、事

業再生投資等ベンチャーキャピタル投資以外のプライベートエクイティ投資も積極的に行っており、当該プライベートエクイ

ティ投資の売却取引の規模や成約時期が当社グループの当該会計年度の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

(3）未上場株式等への投資に係るリスク 

 当社グループは、未上場株式等を主たる投資対象としており、未上場株式等への投資については以下のようなリスクがあり

ます。 

① 当社グループが主たる投資対象とする未上場企業は、設立間もない企業等成長過程にある企業であるため、収益基盤や財

務基盤が不安定であったり、経営資源も制約されていたりするといったリスク要因を内包しております。そのため、投資後に

企業価値が低下したり、倒産したりするなどして損失が発生する可能性があります。 

② 当社グループによる未上場株式等への投資から株式上場もしくは第三者等への売却に至るまでには通常長期間を要するた

め、途中で業績悪化等により当該投資先の企業価値が当初の見込みと異なって変動する可能性がある他、経済環境や株式市場

動向等外部要因の影響を受けて投資採算が当初の見込みと大幅に異なり、キャピタルゲインの減少、もしくはキャピタルロス

や評価損が発生する可能性があります。 

③ 当社グループが投資対象とする未上場株式等は、上場企業の株式等に比較して流動性が著しく低いため、投資回収におい

てキャピタルロスが発生するもしくは長期間売却できない可能性があります。 

  

 

(4）株価下落のリスク 
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 当社グループは、投資先企業の株式上場等により、市場性のある株式を保有しております。株式市場において株価が下落し

た場合、保有有価証券に評価損が発生するおそれがあるとともに、株式売却によって得られるキャピタルゲインが減少するな

ど、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。 

 また、新規上場銘柄のうち一部の銘柄につきましては、各証券取引所の関連規則又は投資先企業との契約によって上場後一

定期間売却が制限されることがあります。当該期間中に株価が下落した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

  

(5）為替リスク 

 当社グループは、国内外での地域分散投融資を行っているため、保有する外貨建資産につきましては、外国為替レートの変

動の影響を受けます。なお、プライベートエクイティ投資の特性上、投資資金の回収期間が長期となり、また、回収金額及び

回収時期の特定ができず将来のキャッシュ・フロー予測が困難であるため、為替予約などによる為替リスクヘッジ取引等は行

っておりません。 

  

(6）金融業務における貸倒リスク 

 当社グループの融資業務は、貸金業法及び「出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」（以下「出資法」

という）の適用を受けております。このため、当社は貸金業法第３条に基づき貸金業者登録（登録番号 当社 関東財務局長

(2）第 01368 号）を行っております。 

 当社グループは、貸出先の状況、差し入れられた担保の価値及び経済全体に関する前提及び見積りに基づいて貸倒引当金を

計上しておりますが、個別貸出先の状況の変動や経済環境の変化等外部要因等により、実際の貸倒れが当該前提及び見積りを

上回り、貸倒引当金が不十分となり、当社グループの事業活動、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(7）役員派遣に係るリスク 

 当社グループの役職員を投資先企業の非常勤役員として派遣することがありますが、投資先企業に対して派遣した当社役職

員が損害賠償請求等をされた場合、当社グループに使用者責任及び当該賠償金額を負担する義務が発生する可能性があります。 

  

(8）資金調達リスク 

① 投資業務は、投資してから資金の回収までに長期間を有するため、投資資金の回収を含む資金調達額と投資実行額がアン

バランスになり、財政状態及びキャッシュ・フローの状況が短期的に大きく変動する、あるいは悪影響を及ぼす恐れがありま

す。 

② 当社は、上記①のような事業の性質上、業務に必要な負債性資金を安定的に調達する必要があります。経済情勢や市場動

向の変化といった要因やその他の事由により当社の財政状態が悪化した場合には、資金繰りに支障をきたす、あるいは通常よ

りも高い資金調達コストを余儀なくされるリスクや、負債性資金の調達・借換えが円滑に行えなくなることが考えられます。

このような流動性リスクが顕在化した場合、当社グループの事業に制約が生じる可能性や、財政状態及び経営成績に重大な影

響を及ぼす可能性があります。 

③ 当社は、金融機関からの借入契約等の際に、財務制限条項を定めたものがあります。この財務制限条項に抵触する状況に

陥った場合には、調達金利が上昇したり請求により期限の利益を喪失するなど、当社グループの事業活動、経営成績及び財政

状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

④ 現環境下において営業投資資産の売却等により潤沢なキャッシュ・フローを確保することは困難であるため、借入金及び

社債（私募債）の契約条件の変更等について現在取引金融機関と協議を進めております。当該協議が合意に至らなかった場合

には、当社グループの事業活動、経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

  

(9）アジア諸国・米国のリスクへのエクスポージャー 

 当社グループは、子会社等を通じてアジア諸国及び米国などでも分散投資を行っているため、営業活動する国における経済

情勢の変化、政治的要因の変化、法制度の変更、テロや伝染病の発生などの社会的混乱等により投資先企業や当社グループ子

会社の事業活動に影響を及ぼすリスクが内在します。 

 

(10）人材流出のリスク 

 プライベートエクイティ投資における成功には、有能なキャピタリストやファンドマネージャーの存在とその育成が不可欠

であり、当社グループの重要な競争力の源泉であります。人事評価における成果主義の導入と、優秀な人材を確保するため、

人件費が増加する可能性があります。また、優秀な人材の流出により、当社グループの将来の成長、事業活動、経営成績及び

財政状態に悪影響を及ぼす場合があります。 

  

(11）法的規制によるリスク 
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① 当社グループは、本邦、アジア諸国、米国及びケイマン諸島などのオフショアと呼ばれる地域等において、ファンドの管

理運営業務及び投資事業等を行っているため、これらの地域における法的規制（会社法・金融商品取引法・独占禁止法・租税

法・投資事業有限責任組合契約に関する法律・外国為替管理法・財務会計関連法規等）の適用による影響を受けるほか、これ

らの規制との関係で費用が増加する場合があり、当社グループの事業活動、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす場合があ

ります。 

② 投資運用業及び投資助言・代理業関連 

 当社グループ内には、金融商品取引法に基づき投資運用業及び投資助言・代理業を行うための登録を行っている会社があり

ます。何らかの理由によりこれらの登録の取消等の処分を受けた場合、当該事業の業務遂行に支障をきたすと共に、当社グル

ープの社会的信用力が低下し、事業活動、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業関連 

 当社は、平成 17 年７月に証券子会社である JAIC 証券株式会社を設立しております。JAIC 証券株式会社を通して第一種金融

商品取引業及び第二種金融商品取引業を営むに当たり、金融商品取引法に基づく登録及び自己資本比率の規制を受けておりま

す。これらに関係する法令に違反した場合には、業務停止命令や登録の取り消しなどを含む罰則が科せられることがあります。 

 法令諸規則等の遵守のため、内部管理体制を整備するとともに継続的な改善に努めておりますが、第一種金融商品取引業及

び第二種金融商品取引業の遂行により、システムの事故や事務手続きの過誤などの業務リスクがあるほか、金融商品の取引相

手の債務不履行等により回収不能となる信用リスク、引受業務において引き受けた有価証券に係る市場リスクや流動性リスク

等により当社グループの事業活動、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

④ 適格機関投資家等特例業務関連 

 当社グループ内には当社を始めとして、本邦におけるファンドの管理運営業務につき金融商品取引法第 63 条に基づく適格

機関投資家等特例業務を営むに当たり、届出を行っている会社があります。この届出により当社グループが管理運営するファ

ンドは、出資者を適格機関投資家等を主とする投資家に限定するなど一定の要件を満たす必要があります。 

 当社グループ各社の行う業務において当該要件を満たせない事象が発生した場合や、適用法令の公権的解釈の変更その他何

らかの理由により適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合、当該事業の業務遂行に支障をきたす可能性があり、そ

の場合には当社グループの社会的信用力が低下し、事業活動、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(12）競合・参入の状況に係るリスク 

 当社グループが属するベンチャーキャピタル事業を含むプライベートエクイティ投資業界においては、強力な資金力を有す

る金融機関、事業会社、外資系企業等による参入があり、これらの系列のベンチャーキャピタル及びプライベートエクイティ

投資会社等が積極的に投資活動を拡大した場合、独立系である当社グループの投資機会が減少すること等により、当社グルー

プの事業活動、経営成績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。また、競合他社による優れたポートフォリオの構

築、高い投資リターンの実現、低価格サービスの提供等により、当社グループの競争力が相対的に低下し、当社グループの事

業活動、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(13）ファンド（投資事業組合等）に係るリスク 

① ファンド募集について 

 ファンド（投資事業組合等）は、当社グループにとって投資原資であるだけでなく、管理報酬や成功報酬等の収益源、また

様々な企業と提携してシナジー効果を生み出す上で有効なビークルでもあります。ファンドの募集活動において、出資者から

十分な資金を集められない場合、投資活動に支障をきたす可能性があるほか、管理報酬が減少し、当社グループの経営成績及

び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

② ファンド運営に係る訴訟の可能性等について 

 当社グループは複数のファンドを設立しており、無限責任組合員又はゼネラルパートナーとして、その出資額を超える損失

を負担する可能性があります。また、ファンドの業務執行組合員としての善管注意義務違反を理由とする訴訟や、ファンド間、

当社グループとファンド又は出資者、もしくは出資者間の利益相反等を理由とする訴訟等を提起される可能性があります。こ

うした当社グループに対する訴訟等により損害賠償義務を負った場合には、損害賠償そのもののみならず、社会的信用の低下

から当社グループの事業活動、経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。 

  

(14）情報管理に係るリスク 

  当社グループが保有する取引先の重要な情報並びに個人情報の管理について、各種社内規程等の制定、役職員への周知徹

底、情報システムのセキュリティ強化等、情報管理体制の整備を進めておりますが、今後、不測の事態によりこれらの情報が

漏洩した場合は、損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、当社グループの事業活動、経営成績及び財政状態に悪影響を及

ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 
当企業集団は、当社、子会社 52 社（37 ファンドを含む） 及び関連会社 22 社（20 ファンドを含む） により構成されており、

主たる事業として、国内外の有望未上場企業に対する投資、投資事業組合等の管理･運用、投資先企業等に対するコンサル
ティング業務ならびに融資その他の金融業務を営んでおります。 

当企業集団の事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

J A I C   A M E R I C A  ,  I N C . （ ア メ リ カ）

J A I C   K O R E A   C O . ,  L T D . （ 韓 国 ）

JAIC INTERNATIONAL (Hong Kong) CO., LTD.（香港）

JAIC  ASIA  HOLDINGS PTE. LTD.（シンガポール）

JAIC ASIA CAPITAL PTE. LTD.(シンガポール）

PT.  JAIC  INDONESIA（インドネシア）

MAYBAN-JAIC CAPITAL MANAGEMENT SDN. BHD.

（マレーシア） 

海外子会社等 

国内子会社等 

㈱ ジ ャ イ ク 経 営 研 究 所

ジ ャ イ ク 事 務 サ ー ビ ス ㈱

J A I C ア セ ッ ト ・ マ ネ ジ メ ン ト ㈱

日 本 プ ラ イ ベ ー ト エ ク イ テ ィ ㈱

J A I C 証 券 ㈱

J A I C シ ー ド キ ャ ピ タ ル ㈱

連結子会社

持分法適用関連会社

投

資

事

業

組

合

等 
出 資 者 

 

国

内

外

の

有

望

未

上

場

企

業

等 

出資 

投資 

出資 
管理・運営業務 
 

投融資 
支援・育成 
コンサルティング 

潜在的出資者 
フ ァ ン ド

の販売 

ファイナンス 
アドバイザリー

出資 

J A I C  ( T H A I L A N D )  C O . ,  L T D. 

(タイ王国） 

日

本

ア

ジ

ア

投

資

㈱ 

JAPAN ASIA INVESTMENT (CHINA) CO., LTD.（中国）

 蘇州日亜創業投資管理有限公司（中国）

JAIC-TAIB CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. (シンガポール） 
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関係会社の状況 

 

 

 
名 称 住所 

資本金 

又は 

出資金 

主要な

事業 

内容 

議決権の

所有割合
関 係 内 容 摘要 

ジャイク 
事務サービス㈱ 

東京都 
千代田区 

百万円
10

投資 100.0
当社グループが業務執行を行う投資事業組合
等の管理事務 （役員の兼任 2 名） 

JAIC 証券㈱ 
東京都 
港区 

百万円
300

投資 100.0
当社グループの投資先企業や投資家に対する
第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品
取引業務（役員の兼任 3 名） 

JAIC シード 
キャピタル㈱ 

東京都 
千代田区 

百万円
117

投資  100.0 
技術シードに特化した投資事業及び投資先企
業に対する経営支援活動 
（役員の兼任 2 名） 

日本プライベート         
エクイティ㈱        

東京都 
千代田区 

百万円
60

投資 65.0
企業買収・再編及び経営権取得を主たる目的
とする投資業務 （役員の兼任 3 名） 

 

JAIC アセット・ 
マネジメント㈱ 

東京都 
港区 

百万円
217

投資 100.0
投資運用業及び投資助言・代理業 
（役員の兼任 2 名） 

 

JAIC ASIA  
HOLDINGS  
PTE. LTD. 

シンガポ
ール 

千ｼﾝｶﾞ

ﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ

22,580
投資 100.0

東南アジア地域における関連会社の統括なら
びに当社グループへの投資情報の提供及び投
資先企業に対する経営支援活動 
（役員の兼任 1 名） 

 

JAIC INTERNATIONAL 
(HONG KONG) 
CO., LTD. 

香港 千米ﾄﾞﾙ

3,567
投資 100.0

当社グループへの投資情報の提供及び投資先
企業に対する経営支援活動 
 

 

JAIC AMERICA, 
INC. 

アメリカ 

カリフォル

ニア 

千米ﾄﾞﾙ

3,232
投資 100.0

当社グループへの投資情報の提供及び投資先
企業に対する経営支援活動 
（役員の兼任 3 名） 

 

JAIC KOREA 
CO.,LTD. 

韓国 
ソウル 

百万韓
国ｳｫﾝ
800

投資 100.0
株式上場に関するコンサルティング業務、企
業価値診断業務 （役員の兼任 3 名） 

 

JAIC ASIA 
CAPITAL PTE. 
LTD. 

シンガポ
ール 

千ｼﾝｶﾞ

ﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ  

9,000
投資

100.0
(100.0)

当社グループへの投資情報の提供及び投資先
企業に対する経営支援活動 
（役員の兼任 1 名） 

 

PT. JAIC 
INDONESIA 

インドネシ

ア 

ジャカルタ 

千米ﾄﾞﾙ

1,250
投資

 70.0
(70.0)

当社グループへの投資情報の提供及び投資先
企業に対する経営支援活動 
（役員の兼任 3 名） 

 

JAIC (THAILAND) CO., 
LTD. 

タイ王国 
百万
ﾊﾞｰﾂ
10

投資
100.0

(100.0)

当社グループへの投資情報の提供及び投資先
企業に対する経営支援活動 
（役員の兼任 1 名） 

 

JAPAN ASIA  
INVESTMENT (CHINA)  
CO., LTD. 

中国 
上海市 

千米ﾄﾞﾙ

1,300
投資 100.0

当社グループへの投資情報の提供及び投資先
企業に対する経営支援活動 
（役員の兼任 1 名） 

 

JAIC-TAIB CAPITAL 
MANAGEMENT PTE. LTD. 

シンガポ

ール 

 

千ｼﾝｶﾞ

ﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ

150

投資 60.0 

当社グループからの投資情報等を基にした投

資業務。 

(役員の兼任１名) 

*4 

蘇州日亜創業投資管
理有限公司 

中国 
蘇州市 

千中国 

人民元 

1,000

投資
100.0

(100.0)

当社グループからの投資情報等を基にした投

資業務。 

（役員の兼任１名） 

*4 

 
 
 
 
 
 
 

連 
結 
子 
会 
社 

投資事業組合等 
37 ファンド 

― ― 投資 ― 投資業務 
*1 
*2 
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 名 称 住所 

資本金 

又は 

出資金

主要な

事業 

内容 

議決権

の所有

割合

関 係 内 容 

MAYBAN-JAIC CAPITAL  

MANAGEMENT SDN. BHD. 
ﾏﾚｰｼｱ 
ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ 

千ﾏﾚｰｼｱ

ﾘﾝｷﾞｯﾄ

2,000
投資

25.0
(25.0)

当社グループからの投資情報を基にした
投資業務 

㈱ジャイク 
経営研 究所       

東京都 
千代田区 

百万円
30

投資 49.0

当社グループの投資先企業をはじめとす
る国内有望未公開企業に対する経営支援
活動 
（役員の兼任 1 名） 

*3

持

分

法

適

用
関

連

会

社 

 

投資事業組合等 
20 ファンド 

― ― 投資 ― 投資業務 *1

持

分

法

適

用

営
業
投
資
子
会
社 

)

㈱TEI 
愛知県 
名古屋市 

百万円

80
投資 72.7

役員の 
兼任 2名

当社グループが営業取引としての投

資育成目的で株式を所有しておりま

すが、営業目的を確実に達成するた

めに事業主体としての役割も担うこ

とで傘下に入れた投資先でありま

す。 

 
(注)  1. 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

2. 「議決権所有割合」の（ ）書は、間接所有割合を示しております。 

3. 上記会社で有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。 

4. *1「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取り扱い」（企業会計基準委員会平成 18 年 9月 8 日 実

務対応報告第 20 号）の適用に伴い、連結子会社もしくは持分法適用関連会社となっております。 

5. *2 このうち 3 ファンドは特定子会社に該当致します。 

6. *3 平成 21 年 3 月 24 日付で株式の一部を売却したことにより、連結子会社であった㈱ジャイク経 営 研 究所      は、持分法適用関連会

社となっております。 

7. *4 新規設立により当連結会計年度から連結子会社に含めております。 
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３．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標  においては、平成 20 年 3月期決算短信（平成 20 年

5月 8日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことが出来ます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.jaic-vc.co.jp/jp/ir/settle.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

今般の金融危機及び経済環境の急激な悪化を受け、当社グループは今後の中長期な経営戦略について以下のよ

うに考えております。 

 

ベンチャーキャピタル事業で培った運用実績・営業力、及び当社の原点であるアジアでのネットワーク等当社

グループの強みを 大限に活かし、今後どのような経済環境下にあってもベンチャーキャピタルとしての社会的

使命を果たすべく、リスク管理等の内部管理体制の強化とともに、より強固な財務基盤と安定した収益基盤の確

立に努めます。 

そのための中長期戦略として以下の施策を実施し、変動の激しい投資収益依存型の収益構造を改善することで、

従前よりも安定的な収益の確保に努めて参ります。 

①  ファンドマネジメント会社への転換： 

・プリンシパル投資（自己資金による直接投資）を凍結しファンドからの投資に一本化し、ファンドへの

出資比率も低減することでリスク資産を圧縮していきます。 

・ファンド募集体制を強化し、外部資金を活用した投資資金と安定収益（＝管理報酬等）を確保します。 

② アジアでの競争力強化： 

・今後も成長が見込まれる中国を中心にアジアでの投資を強化します。 

・シンガポールを東南アジアのハブ拠点とし、アジアと本部のリエゾン（連携）機能を強化します。 

③ プライベートエクイティ投資事業強化： 

・比較的短期間に安定した EXIT を期待できるバイアウト投資、セカンダリー投資を強化します。 

 

 

（４）会社の対処すべき課題 

  短期的な施策として当社グループが対処すべき課題は以下の通りと考えております。 

 

① 営業投資資産のモニタリング・バリューアップ強化と適格な EXIT 戦略の策定 

ベンチャーキャピタルとしての基本行動である、「キャピタルゲインを極大化すべく、個々の投資先企

業に対するモニタリングおよびバリューアップを図るとともに適格な EXIT 戦略を策定する。」ことを推

進します。 

② プリンシパル投資の凍結によるリスク資産の圧縮 

今後はプリンシパル投資を凍結し、リスク資産の圧縮を図ることで、より安定した財務基盤の構築と

資金効率の向上を図ります。 

③ ポートフォリオ管理体制の見直し 

ポートフォリオ管理グループを新設し、現場に大きく権限を委譲していた投資後のポートフォリオ管

理機能を一元化し、リスク管理機能や適正なアセットアロケーション実行機能、資金回収機能を強化し

ていきます。 

④ 経営合理化による経費削減 

役員報酬の減額や人員削減等に加え、あらゆる経費に聖域を設けず削減努力を行い、来期の連結販管

費を 40 億円以下の水準まで抑えます。 
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４．連結財務諸表 
 
 （１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

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 21,309 15,523

有価証券 425 265

営業投資有価証券 78,605 60,522

投資損失引当金 △2,239 △9,605

営業貸付金 3,967 1,651

繰延税金資産 2,275 －

その他 1,153 1,076

貸倒引当金 △12 △21

流動資産合計 105,485 69,411

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 235 225

減価償却累計額 △127 △130

建物及び構築物（純額） 108 94

車両運搬具及び工具器具備品 155 149

減価償却累計額 △50 △50

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 104 98

土地 647 492

リース資産 － 3

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 3

有形固定資産合計 860 689

無形固定資産   

電話加入権 3 3

ソフトウエア 25 20

その他 33 6

無形固定資産合計 61 30

投資その他の資産   

投資有価証券 9,196 3,366

破産更生債権等 226 2,506

繰延税金資産 204 5

その他 407 378

貸倒引当金 △191 △1,757

投資その他の資産合計 9,842 4,499

固定資産合計 10,764 5,220

資産合計 116,249 74,631
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(単位：百万円)

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   

短期借入金 10,298 16,286

1年内償還予定の社債 640 922

リース債務 － 0

未払費用 311 242

未払法人税等 2,406 96

未払消費税等 18 5

繰延税金負債 4 0

賞与引当金 101 7

役員賞与引当金 94 －

事業再構築引当金 － 309

その他 515 505

流動負債合計 14,389 18,379

固定負債   

社債 3,870 3,680

新株予約権付社債 6,000 6,000

長期借入金 19,464 19,942

リース債務 － 2

繰延税金負債 2 1

退職給付引当金 312 246

役員退職慰労引当金 99 67

匿名組合出資預り金 748 736

その他 441 370

固定負債合計 30,938 31,048

負債合計 45,328 49,427

純資産の部   

株主資本   

資本金 27,166 27,166

資本剰余金 23,471 23,471

利益剰余金 6,432 △30,336

自己株式 △413 △415

株主資本合計 56,656 19,885

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △764 △4,378

繰延ヘッジ損益 △205 －

為替換算調整勘定 △855 △1,725

評価・換算差額等合計 △1,824 △6,103

少数株主持分 16,090 11,421

純資産合計 70,921 25,204

負債純資産合計 116,249 74,631
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（２）連結損益計算書 

(単位：百万円)

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) 

営業収益 21,444 9,454

営業原価 10,997 33,433

営業総利益又は損失(△) 10,447 △23,978

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 5,274 7,403

営業利益又は損失(△) 5,172 △31,382

営業外収益   

受取利息 156 79

受取配当金 73 75

持分法による投資利益 － 0

賃貸収益 58 －

組合持分調整益 44 －

雑収入 71 44

営業外収益合計 405 199

営業外費用   

支払利息 863 929

支払手数料 － 100

株式交付費 78 5

社債発行費 4 2

持分法による投資損失 57 －

ヘッジ取引損失 － 268

為替差損 151 104

雑損失 29 104

営業外費用合計 1,184 1,513

経常利益又は損失(△) 4,392 △32,696

特別利益   

貸倒引当金戻入額 87 －

特別利益合計 87 －

特別損失   

関係会社株式売却損 － 2

減損損失 － 154

投資有価証券売却損 － 1,039

投資有価証券評価損 41 1,587

事業再構築費用 － 584

為替換算調整勘定取崩額 126 98

特別損失合計 168 3,468

匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益又は損
失(△) 4,312 △36,164

匿名組合損益分配額 △1 △12

税金等調整前当期純利益又は損失(△) 4,314 △36,152

法人税、住民税及び事業税 2,870 134

過年度法人税等戻入額 △343 △177

法人税等調整額 △807 2,457

法人税等合計 1,719 2,415

少数株主利益又は損失(△) 1,082 △3,667

当期純利益又は損失(△) 1,512 △34,899
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

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 24,293 27,166

当期変動額   

新株の発行 2,872 －

当期変動額合計 2,872 －

当期末残高 27,166 27,166

資本剰余金   

前期末残高 20,599 23,471

当期変動額   

新株の発行 2,872 －

当期変動額合計 2,872 －

当期末残高 23,471 23,471

利益剰余金   

前期末残高 6,524 6,432

当期変動額   

剰余金の配当 △1,648 △1,886

当期純利益又は損失（△） 1,512 △34,899

連結範囲の変動及び持分法適用範囲の変動 43 16

当期変動額合計 △92 △36,768

当期末残高 6,432 △30,336

自己株式   

前期末残高 △413 △413

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △1

当期変動額合計 △0 △1

当期末残高 △413 △415

株主資本合計   

前期末残高 51,004 56,656

当期変動額   

新株の発行 5,744 －

剰余金の配当 △1,648 △1,886

当期純利益又は損失（△） 1,512 △34,899

自己株式の取得 △0 △1

連結範囲の変動及び持分法適用範囲の変動 43 16

当期変動額合計 5,651 △36,770

当期末残高 56,656 19,885
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(単位：百万円)

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,454 △764

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,218 △3,614

当期変動額合計 △6,218 △3,614

当期末残高 △764 △4,378

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △99 △205

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △106 205

当期変動額合計 △106 205

当期末残高 △205 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 △142 △855

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △713 △870

当期変動額合計 △713 △870

当期末残高 △855 △1,725

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,213 △1,824

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,038 △4,278

当期変動額合計 △7,038 △4,278

当期末残高 △1,824 △6,103

少数株主持分   

前期末残高 17,054 16,090

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △964 △4,668

当期変動額合計 △964 △4,668

当期末残高 16,090 11,421

純資産合計   

前期末残高 73,271 70,921

当期変動額   

新株の発行 5,744 －

剰余金の配当 △1,648 △1,886

当期純利益又は損失（△） 1,512 △34,899

自己株式の取得 △0 △1

連結範囲の変動及び持分法適用範囲の変動 43 16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,002 △8,947

当期変動額合計 △2,350 △45,717

当期末残高 70,921 25,204
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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利益又は損失（△） 4,314 △36,152

減価償却費 34 33

投資損失引当金の増減額（△は減少） 542 4,793

事業再構築引当金の増減額（△は減少） － 309

株式交付費 74 －

減損損失 － 154

ヘッジ取引損失 － 268

貸倒引当金の増減額（△は減少） △342 1,574

賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △93

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12 △94

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26 △52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 △28

受取利息及び受取配当金 △210 △137

支払利息 784 898

持分法による投資損益（△は益） 57 △0

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,039

投資有価証券評価損益（△は益） 41 1,587

関係会社株式売却損益（△は益） － 2

営業投資有価証券評価損 482 12,988

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △16,239 695

営業貸付金の増減額（△は増加） 120 3,297

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △2,282

投資事業組合への出資による支出 △4,156 △3,958

投資事業組合からの分配金 9,119 3,263

為替換算調整勘定取崩額 － 95

投資事業組合等の少数株主持分の増減額（減少：
△）

499 3,734

その他 409 204

小計 △4,432 △7,856

利息及び配当金の受取額 208 139

利息の支払額 △793 △886

法人税等の支払額 △1,882 △2,384

法人税等の還付額 343 177

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,556 △10,810
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(単位：百万円)

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   

有価証券の売却による収入 － 89

有形固定資産の取得による支出 △9 △24

無形固定資産の取得による支出 △6 △3

投資有価証券の取得による支出 △4,293 △1,154

投資有価証券の売却による収入 － 2,896

定期預金の増減額（△は増加） △37 △155

借室保証金の返還による収入 9 13

借室保証金の支払による支出 △14 △26

投資その他の資産の増減額（△は増加） 9 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△13 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,355 1,650

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － 3,148

長期借入れによる収入 18,040 12,200

長期借入金の返済による支出 △9,328 △8,743

社債の発行による収入 1,495 797

社債の償還による支出 △2,038 △706

株式の発行による収入 5,670 －

配当金の支払額 △1,540 △1,883

少数株主への配当金の支払額 △2 △24

自己株式の取得による支出 △0 △1

リース債務の返済による支出 － △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,295 4,778

現金及び現金同等物に係る換算差額 △75 △294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,307 △4,674

現金及び現金同等物の期首残高 11,539 12,833

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △13 －

現金及び現金同等物の期末残高 12,833 8,158
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
該当事項はありません。 

 
 
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）連結子会社数 47 社 

    連結子会社名は「2.関係会社の状況」

に記載しております。 

JAIC アセット・マネジメント㈱の全

株式を取得し支配権を獲得したことに

より、当連結会計年度から連結子会社

に含めております。なお、みなし取得

日を平成 19 年 9 月 30 日としておりま

す。 

JAIC (THAILAND) CO., LTD. 及び

JAPAN ASIA INVESTMENT (CHINA) CO., 

LTD.は、新規設立により当連結会計年

度から連結子会社に含めております。

横浜装電㈱(旧㈱サーマテック)は、

重要性が増したため当中間連結会計期

間から連結子会社に含めておりました

が、投資先企業との合併により子会社

に該当しなくなったため連結の範囲か

ら除外しております。 

投資事業組合等の異動は下記のとお

りであります。 

増加：新設によるもの５ファンド、重

要性の増加によるもの 1ファンド 

減少：持分比率の低下によるもの１フ

ァンド、清算結了によるもの２ファン

ド 

（２）非連結子会社数 ６社 

      投資事業組合等 ６ファンド 

なお、JWAM PTE. LTD.は清算した 

ため子会社に該当しなくなりました。

    （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社については連結した場

合における総資産、売上高、当期純損

益(持分に見合う額)及び利益剰余金等

(持分に見合う額)は、いずれも連結財

務諸表等に重要な影響を及ぼさないた

め、連結の範囲から除外しております。

 

 

 

（１）連結子会社数 52 社 

    連結子会社名は「2.関係会社の状

況」に記載しております。 

    ㈱ジャイク経営研究所は所有株式

を一部売却し、持分比率が低下した

ことにより、連結の範囲から除外

し、持分法適用関連会社となってお

ります。ただし、平成 21 年３月 31

日をみなし支配解消日としたため、

平成 20 年４月１日から平成 21 年３

月 31日までの損益計算書のみ連結し

ております。 

JAIC-TAIB CAPITAL MANAGEMENT 

PTE. LTD. 及び 蘇州日亜創業投資管

理有限公司は、新規設立により当連

結会計年度から連結子会社に含めて

おります。 

投資事業組合等の異動は下記のと

おりであります。 

増加：新設によるもの７ファンド、持

分比率の増加によるもの１フ

ァンド 

減少：清算結了によるもの４ファン 

   ド 

 

 

（２）非連結子会社数 ６社 

      投資事業組合等 ６ファンド 

 投資事業組合等の異動は下記のと

おりであります。 

増加：新設によるもの２ファンド 

減少：清算結了によるもの２ファン 

 ド 

    （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社については連結した

場合における総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金等(持分に見合う額)は、いずれ

も連結財務諸表等に重要な影響を及

ぼさないため、連結の範囲から除外
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２.持分法の適用に関する事

項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）他の会社の議決権の 100 分の 50 超を自

己の計算において所有しているにも関

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 

㈱アイワールド、つくばテクノロジー

シード㈱、㈱生光会健康管理センタ

ー、㈱東邦工業社、マグネ㈱、スクエ

アツウ・ジャパン㈱、横浜装電㈱、J 

Leasing Pte. Ltd.、JIMBO Finance Pte. 

Ltd. 、 PT. KITM Indonesia Textile 

Mills、㈱ナガオカ、㈱ランデックス、

㈱コトハコ、テックビルド㈱、マイン

ドベース㈱ 

(子会社としなかった理由) 

㈱アイワールド他 14 社は、当社の主

たる目的である投資育成のために取得

したものであり、投資先の支配を目的

とするものではないため、子会社から

除外いたしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）持分法適用非連結子会社数   ５社 

      投資事業組合等 ５ファンド 

投資事業組合等の異動は下記のとお

りであります。 

減少：清算結了によるもの１ファンド

 
（２）持分法適用関連会社数 21 社 

      MAYBAN-JAIC CAPITAL MANAGEMENT SDN. 

BHD.  

投資事業組合等 20 ファンド 

なお、JAIC アセット・マネジメント

㈱は、全株式を取得したことから連結

子会社となっております。 

投資事業組合等の異動は下記のとお

りであります。 

増加：新設によるもの１ファンド、子会

社から関連会社になったもの１ファン

ド 

減少：清算結了によるもの１ファンド 

（３）持分法適用営業投資子会社数 1 社 

   ㈱TEI(旧㈱ティッシュエンジニアリン

グイニシアティブ) 

しております。 

（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所有しているに

も関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 

スクエアツウ・ジャパン㈱、㈱東邦

工業社、すずのき㈱、㈱生光会健康管

理センター、㈱アルファサポート、㈱

ランデックス、㈱横浜装電、㈱エフイ

ーシー、エヌヴィ・コミュニケーショ

ンズ㈱、J Leasing Pte. Ltd.、㈱ア

イワールド、システム機工㈱、㈱シー

ピーケイ、㈱セントメディア、マイン

ドベース㈱、㈱HAYPER DRIVE、中部テ

クノロジーシード㈱、つくばテクノロ

ジーシード㈱、㈱コトハコ、マグネ

㈱、㈱サビア、㈱アーティセル・シス

テムズ、㈱コモンズ・コミュニケーシ

ョンズ、㈱矢野経済研究所、㈱Pacific 

Real Springs、㈱Precision Resource 

System、㈱プロパティ・リスク・ソリ

ューション、JIMBO Finance Pte. Ltd.

（子会社としなかった理由) 

スクエアツウ・ジャパン㈱他 27 社

は、当社の主たる目的である投資育

成のために取得したものであり、投

資先の支配を目的とするものではな

いため、子会社から除外いたしまし

た。 

（１）持分法適用非連結子会社数  ３社 

      投資事業組合等 ３ファンド 

投資事業組合等の異動は下記のと

おりであります。 

減少：清算結了によるもの２ファ

ンド 

（２）持分法適用関連会社数 22 社 

      MAYBAN-JAIC CAPITAL MANAGEMENT 

SDN. BHD.、㈱ジャイク経営研究所  

    ㈱ジャイク経営研究所は所有株式

を一部売却し、議決権所有割合が低

下したことにより、連結子会社から

持分法適用関連会社になっておりま

す。 

投資事業組合等 20 ファンド 

投資事業組合等の異動は下記のと

おりであります。 

増加：新設によるもの３ファンド 

減少：清算結了によるもの３ファンド

（３）持分法適用営業投資子会社数 1 社 

        同左 
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（４）持分法を適用しない非連結子会社、関

連会社、営業投資子会社及び営業投資関

連会社 

持分法適用の範囲から除外した㈱宮

崎太陽キャピタル、㈱ジェイボック、㈱

ジェイエスシー、㈱ＤＧ＆パートナー

ズ、テクノロジーシードインキュベーシ

ョン㈱および投資事業組合等 3ファン

ドは連結純損益及び利益剰余金等に及

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を適用して

おりません｡ 

なお、バリュエーション&リサーチ㈱

は第三者割当増資により持株比率が低

下し、㈱アプリケーションブースターズ

は全株式を売却したため関連会社に該

当しなくなりました。 

投資事業組合等の異動は下記のとお

りであります。 

減少：清算結了によるもの１ファンド 

（５）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

所有しているにも関わらず当該他の会

社を関連会社としなかった当該他の会

社 

りんかい日産建設㈱、アーキロジック

㈱、本間物産㈱、日本エネルギーネット

ワーク㈱、㈱ネクサブル、㈱リトルスタ

ー、㈱アークメディカルサポート、㈱

HYPER DRIVE、㈱インターウェーブ、ミ

ナトエレクトロニクス㈱、イクヨ㈱、㈱

J.MACC、㈱イー・シナプス、サンケァフ

ューエルス㈱、A-CUBE,Inc.、ドゥーマ

ンズ㈱、㈱エテルナ、㈱オアシスソリュ

ーション、中央債権回収㈱、㈱マーク

ス・ジャパーン、㈱アスティア、㈱NEXX、

イムナス・ファーマ㈱、㈱OPM ラボラト

リー、㈱シーズメン、㈱ブークス、ノア

スメディカル㈱、インテリジェントレー

ベル㈱、ナカン㈱、㈱イリスケアー、㈱

エル・ティー・ソリューションズ、ネソ

シエ㈱、㈱クラウドナイン、㈱ケーテッ

ク、㈱スタイルビート、㈱メディカルラ

イン 

(関連会社としなかった理由) 

りんかい日産建設㈱他 37 社は、当社の

主たる目的である投資育成のために取得

したものであり、投資先の支配を目的と

するものではないため、関連会社から除

外いたしました。 

(４）持分法を適用しない非連結子会社、

関連会社、営業投資子会社及び営業投

資関連会社 

持分法適用の範囲から除外した㈱

宮崎太陽キャピタル、㈱ジェイボッ

ク、㈱ジェイエスシー、㈱ＤＧ＆パー

トナーズ、テクノロジーシードインキ

ュベーション㈱および投資事業組合

等５ファンドは連結純損益及び利益

剰余金等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

持分法を適用しておりません｡ 

投資事業組合等の異動は下記のと

おりであります。 

増加：新設によるもの２ファンド 

 
 
 
 
 
（５）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関わらず当該

他の会社を関連会社としなかった当

該他の会社 

 中央債権回収㈱、日本エネルギーネッ

トワーク㈱、㈱イリスケアー、㈱ファ

ーストブランド、㈱オプトリンクス、

㈱ナガオカ、ミナトエレクトロニクス

㈱、イクヨ㈱、㈱J.MACC、ファイバー・

ラボ㈱、スカイリーネットワークス

㈱、A-CUBE，Inc.、イムナス・ファー

マ㈱、サンケァフューエルス㈱、㈱ウ

ィルファイン、㈱スタイルビート、㈱

アスティア、アップサイド㈱、㈱エテ

ルナ、㈱クラウドナイン、アーキロジ

ック㈱、Mobile Technology Investment 

Co. Ltd.、㈱ヒューモニー、ドゥーマ

ンズ㈱、㈱アドバンスト・リサーチ・

ジャパン、㈱ギャレリアコレクショ

ン、㈱マークスジャパン、㈱イー・シ

ナプス、㈱オアシスソリューション

ズ、エフアイエス㈱、㈱OPM ラボラトリ

ー、㈱エル・ティー・エス、㈱リトル

スター、㈱インターウェーブ、㈱ケー

テック、㈱NEXX、ネソシエ㈱、㈱ブー

クス、㈱ブリベンテック、Napa Jenomics

㈱、ミズゴケファクトリー㈱、日本味

紀行㈱、㈱シーズメン、㈱メディカル

ライン、Ultizen Games Limited、M 
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３．連結子会社の事業年度等 

に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）投資事業組合等の会計処理 

      投資事業組合等の持分法適用に当たっ

ては、当社及び関係会社が管理運用する

投資事業組合等は連結決算日における仮

決算による財務諸表に基づいて資産・負

債･収益・費用を連結会社の持分割合に応

じて計上し、他社が管理運用する投資事

業組合等は、当該組合等の 近の財産及

び損益の状況に基づいて、純資産及び純

損益を連結会社の持分割合に応じて計上

しております。 

 
 

連結子会社のうち、下記の８社の決算

日は 12 月 31 日であります。当該８社は、

当該連結子会社の各社の決算日における

財務諸表を基礎として連結を行なってお

ります。なお、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

調整を行っております。 

JAIC ASIA HOLDINGS PTE. LTD.、JAIC 

INTERNATIONAL(HONG KONG) CO., LTD.、

JAIC AMERICA, INC.、JAIC ASIA CAPITAL 

PTE. LTD.、PT. JAIC INDONESIA、JAIC 

KOREA CO.,LTD. 、JAIC (THAILAND) CO., 

LTD.、JAPAN ASIA INVESTMENT (CHINA) 

CO., LTD.  

また、33 ファンドの決算日は 12 月 31

日又は 8月 31 日であり、連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく財務諸表を使

用しております。      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bounce International Limited、Nano 

Display Technology. Inc. りんかい日

産建設㈱、ナカン㈱ 

 (関連会社としなかった理由) 

中央債権回収㈱他 48 社は、当社の主たる目

的である投資育成のために取得したもので

あり、投資先の支配を目的とするものでは

ないため、関連会社から除外いたしました。

 

（６）投資事業組合等の会計処理 

同左 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連結子会社のうち、下記の 10 社の決

算日は 12 月 31 日であります。当該 10

社は、当該連結子会社の各社の決算日

における財務諸表を基礎として連結を

行なっております。なお、連結決算日

との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

JAIC ASIA HOLDINGS PTE. LTD.、JAIC 

INTERNATIONAL(HONG KONG) CO., LTD.、

JAIC AMERICA, INC.、JAIC ASIA CAPITAL 

PTE. LTD.、PT. JAIC INDONESIA、JAIC 

KOREA CO.,LTD. 、JAIC (THAILAND) CO., 

LTD.、JAPAN ASIA INVESTMENT (CHINA) 

CO., LTD.  

  JAIC-TAIB CAPITAL MANAGEMENT PTE. 

LTD. 蘇州日亜創業投資管理有限公司 

また、37 ファンドの決算日は 12 月 31

日又は 9月 30 日であり、連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①有価証券 

その他有価証券   

時価のあるもの 

   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）

 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

②デリバティブ     時価法 

③営業投資有価証券 

 営業投資子会社株式及び営業投資関連会

社株式 

 持分法（持分法による営業投資損益

を営業損益の区分に計上） 

 その他営業投資有価証券 

時価のあるもの 

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）

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

投資事業組合出資金等 

当社及び関係会社が管理運用する投資

事業組合等及び他社が管理運用する連結

子会社に該当する投資事業組合等につい

て、当社と決算日が同一である組合等に

ついては連結決算日における組合等の財

務諸表に基づいて、当社と決算日が同一

でない組合等については、連結決算日に

おける組合等の仮決算による財務諸表に

基づいて、組合等の資産、負債及び収益、

費用を連結会社の出資持分割合に応じて

計上しております。また、他社が管理運

用するもののうち、連結子会社に該当し

ない投資事業組合等については、当該組

合等の 近の財産及び損益の状況に基づ

いて、その純資産及び純損益を連結会社

の持分割合に応じて計上しております。

 

①有形固定資産 

   主として定率法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

  建物及び構築物   8～39 年 

   車両及び器具備品   3～15 年 

また、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満

の資産については、3年間で均等償却する

方法を採用しております。 

（会計方針の変更） 

 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

時価のないもの 

同左 

②デリバティブ  同左 

③営業投資有価証券 

  営業投資子会社株式及び営業投資関連

会社株式  

同左 

 

   その他営業投資有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

   時価のないもの 

同左 

投資事業組合出資金等 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

主として定率法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  建物及び構築物   8～39 年 

   車両及び器具備品   4～15 年 
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（３）重要な繰延資産の処理方法

 
 
 
 
 
（４）重要な引当金の計上基準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    当社および国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、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

よる影響は軽微であります。 

（追加情報） 

当社および国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、平成

19年３月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の

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

価額との差額を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。これによる影響は軽微であります。

②無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについては社

内における利用可能期間(5 年)に基づく

定額法によっております。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式交付費については、支出時に全額費用と

して処理しております。 

 

②社債発行費については、支出時に全額費用と

して処理しております。 

 
①投資損失引当金 

  投資の損失に備えるため､投資先会社の実

状を勘案して､その損失見積額を計上してお

ります。 

②貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率法により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、財務内容評

価法により計上しております。 

 
③賞与引当金 

  業績連動型賞与及び運用成績に基づく賞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

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を採用しておりま

す。 

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。 

 

① 同左 

 

 

② 同左 

 

 

①投資損失引当金 

同左 

 

 

②貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

③賞与引当金 

運用成績に基づく賞与部分について
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（５）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準 

 
 
 
 
 
 
 

（６）重要なリ－ス取引の処理方

 法 

 
 
 
 

 

 

 

 

（７）重要なヘッジ会計の方法 

 
 
 

与部分については、当社所定の支払見込額

を計上しております。 
④役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

⑤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、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上しておりま

す｡ 
⑥役員退職引当金 
   常勤役員の退職慰労金の支給に備えるた

め､内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 
なお、役員退職引当金は平成 16 年 6 月の

定時株主総会終結の時をもって役員退職慰

労金規程を廃止しております。廃止時にお

ける引当額は対象となる役員の退職まで据

え置き、平成 16 年 7 月以降の新たな引当て

は行っておりません。 
 
 
 
 
 
 

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。なお、在

外子会社等の財務諸表は、在外子会社等の

決算日における直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて

計上しております。 

 
リ－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－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｡ 

 
 
 
 
 

 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、

為替予約については振当処理に、特例処理の

要件を満たしている金利スワップについて

は、当社所定の支払見込額を計上してお

ります。 

④役員賞与引当金 

― 

 

⑤退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

⑥役員退職引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦事業再構築引当金 

   事業再生計画に基づく事業再構築 

に伴い、今後発生が見込まれる費用ま

たは損失について、合理的に見積もら

れた金額を計上しております。 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

  

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「リース

取引に関する会計基準」適用初年度開

始前の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

た会計処理によっております。 

①ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理によっております。

なお、特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては特例処理によ
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（８）消費税等の会計処理 
 
 
 
 
５．のれんの償却方法 
 
 
 
６．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 
 
７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 
 
 
 
 

は特例処理によっております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段        ヘッジ対象 

   金利スワップ   借入金 

為替予約         外貨建金銭債権債務

   株式オプション    営業投資有価証券 

③ヘッジ方針 

  当社規程に基づき、ヘッジ対象に係る為

替相場変動リスク、金利変動リスク及び株

価変動リスクをヘッジしております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の

累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計又は相場変動を半

期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎に

して、ヘッジ有効性を評価しております。

ただし、振当処理によっている為替予約及

び特例処理によっている金利スワップに

ついては、有効性の評価を省略しておりま

す。 

 
税抜方式によっております｡なお､控除対

象外消費税等については､発生年度の販売

費及び一般管理費に計上しております｡ 

 
 

のれんの償却については、原則として 5

年間の均等償却を行っております。 
 
 

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。

 
 

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

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取得日から 3ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。 

っております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段   ヘッジ対象 

  金利スワップ  借入金 

  

 

③ヘッジ方針 

   当社規程に基づき、ヘッジ対象に係

る金利変動リスクをヘッジしておりま

す。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計又は相場変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計又は相

場変動を四半期ごとに比較し、両者の

変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性

を評価しております。ただし、特例処

理によっている金利スワップについて

は、有効性の評価を省略しております。

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 
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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 
(1)有形固定資産 

   当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連

結会計年度より、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。これによる影響は軽微であります。 

 

 

 

(2)投資事業組合等への出資金に係る会計処理 

  連結会社が管理運用する決算日が当社と同一でない投資事

業組合等(以下「組合等」)への出資金及び他社が管理運用する

連結子会社に該当する決算日が当社と同一でない組合等への

出資金に係る会計処理は、従来、組合等の事業年度の財務諸表

及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づい

て、組合等の資産、負債及び収益、費用を連結会社の出資持分

割合に応じて計上することとし、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調整をしておりましたが、当

連結会計年度から、当該組合等は連結決算日における組合等の

仮決算による財務諸表に基づいて計上する方法に変更いたし

ました。 

  この変更は、連結会社及び連結会社が管理運用する組合等に

おいて、ベンチャーキャピタル投資に比較して１件当たりの投

資金額が大きいその他のプライベートエクイティ投資の増加

により、連結会社の当該組合等への出資金額の増加とともに、

当該組合等における連結会社持分の連結財務諸表に対する重

要性が増したこと、並びに組合等における重要な取引等につい

て部分的に調整を行うのではなく、対象となるすべての組合等

について仮決算による財務諸表に基づいて会計処理を行うこ

とで、連結会社と当該組合等との決算日差異を解消し、連結会

社の資産、負債及び収益、費用をより適切に計上、表示するた

めのものであります。 

 この変更による影響額は以下の通りであります。 

  

 総資産         1,448 百万円減少 

 営業収益         667 百万円増加 

 営業利益         869 百万円減少 

 経常利益         901 百万円減少 

 税金等調整前当期純利益  904 百万円減少 

 

 なお、当下期に人員の確保やシステムの改訂等仮決算を行う

体制が整備されたため、当該変更を当下期から行っておりま

す。当中間連結会計期間において当該変更を行った場合の影響

額は以下の通りであります。 

 総資産          637 百万円増加 

 営業収益        1,017 百万円増加 

 営業利益         153 百万円減少 

(1)「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

る当面の取り扱い」の適用 

 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 

平成 18 年５月 17 日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ております。 

 この変更による損益への影響はありません。 

 

(2)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、当事業年度より「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。 

 この変更による損益への影響は軽微であります。 
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 経常利益         103 百万円減少 

 税金等調整前中間純利益   71 百万円減少 

  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。 

 
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） 

前連結会計年度において独立掲記していた「未収金」(当

連結会計年度 375 百万円)は金額が僅少なため、当連結会計

年度より流動資産の「その他」に含めて表示しております。

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

  営業活動によるキャッシュ・フローの「破産更正債権等の

増減額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しており

ます。 

  なお、前連結会計年度の「その他」にふくまれている「破

産更正債権等の増減額」は 321 百万円であります。 
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連結財務諸表に関する注記事項 
 
（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．担保に供している資産 

   営業投資有価証券      1,200 百万円 

 

２．持分法を適用した営業投資子会社株式 

   営業投資有価証券       60 百万円 

 

３．営業投資有価証券に含まれる非連結子会社及 

び関連会社等に対する投資事業組合出資金等 

の額 

  投資事業組合出資金     1,599 百万円 

 

４．非連結子会社及び関連会社に対する株式 

    投資有価証券        22 百万円 

 

５．偶発債務 

  連結会社以外の会社の事業用借地の原状回復工

事履行保証に対する債務保証 

  ㈱ｲｵﾝ工学研究所        255  百万円 

 

６．貸出コミットメント 

   貸出コミットメント     84 百万円 

   貸出実行高         84 百万円 

 

７．のれん              32 百万円 

  その他              28 百万円 

   

１．担保に供している資産 

  営業投資有価証券      1,200 百万円 

 

２．持分法を適用した営業投資子会社株式 

   営業投資有価証券        67 百万円 

 

３．営業投資有価証券に含まれる非連結子会社及 

び関連会社等に対する投資事業組合出資金等 

の額 

  投資事業組合出資金    1,848 百万円 

 

４．非連結子会社及び関連会社に対する株式 

    投資有価証券         81 百万円 

 

５．偶発債務 

  連結会社以外の会社の借入債務に対する債務保証 

  ㈱生光会健康管理ｾﾝﾀｰ       50 百万円 

 

 

６．貸出コミットメント 

   貸出コミットメント      70 百万円 

   貸出実行高          30 百万円 

 

７．のれん               6 百万円 

  その他              － 百万円 

   

 

（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． 営業収益の主要な項目及び金額 

   営業投資有価証券売却高  17,070 百万円 

   投資事業組合等運営報酬  1,183 百万円 

   営業貸付金利息       281 百万円 

 

２．営業原価の主要な項目及び金額 

   営業投資有価証券売却原価 9,214 百万円 

   投資損失引当金繰入額    671 百万円 

   資金原価          166 百万円 

 

３．営業原価のうち営業投資有価証券に関する 

評価損           1,794 百万円 

 

 

１．営業収益の主要な項目及び金額 

   営業投資有価証券売却高   7,202 百万円 

   投資事業組合等運営報酬   756 百万円 

   営業貸付金利息       256 百万円 

 

２．営業原価の主要な項目及び金額 

   営業投資有価証券売却原価 22,960 百万円 

   投資損失引当金繰入額   9,712 百万円 

   資金原価          144 百万円 

 

３．営業原価のうち営業投資有価証券に関する 

評価損           16,178 百万円 
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４．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び 

金額は次のとおりであります 

   給料諸手当        1,693 百万円 

   賞与引当金繰入額       94 百万円 

   退職給付費用         52 百万円 

   貸倒引当金繰入額       － 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び 

金額は次のとおりであります 

   給料諸手当        1,730 百万円 

   賞与引当金繰入額        7 百万円 

   退職給付費用         39 百万円 

   貸倒引当金繰入額     1,574 百万円 

貸倒損失         1,044 百万円 

 

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。

   

  減損を認識した遊休資産については物件単位でグ

ルーピングし、減損損失の認識を行っています。な

お、当該資産の回収可能価格は正味売却価額により測

定しており、第三者から入手した価額を合理的に算定

した価額として評価しております。 

 

用途 種類 場所 減損金額 

― のれん 東京１件 588 百万円 

― のれん 東京１件 28 百万円 

 

  減損を認識したのれんについては発生源泉単位で

グルーピングし、減損損失の認識を行っています。当

連結会計年度において発生源泉である資産を減損処

理したため、のれんの帳簿価額を期末一括で減損処理

し、当期の損失としております。 

 

６．事業再構築費用 

  事業再生計画に基づく事業再構築に伴い発生した

費用を計上しております。また今後発生が見込まれる

損失について、合理的に見積もられる金額を引当金と

して計上しております。 

事業再構築費用の内訳は次のとおりであります。 

 

  事業再構築アドバイザリー費用等  306 百万円 

  特別退職加算金等          99 百万円 

  本社及び支店移転等                

  原状回復工事等                   93 百万円 

   固定資産除却等                   53 百万円 

  子会社移転等   

   原状回復工事等                   10 百万円 

   固定資産除却等          19 百万円 

 

用途 種類 場所 減損金額 

遊休資産 土地 北海道 1 件 154 百万円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

 

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） 

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 

 前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当連結会計年度

増加株式数 

（千株） 

当連結会計年度 

減少株式数 

（千株） 

当連結会計年度末

株式数（千株） 

発行済株式   

 普通株式 112,014  7,979 -  119,993 

   合 計 112,014  7,979 -  119,993 

自己株式    

普通株式（注） 2,114  1 -  2,115 

    合 計 2,114  1 -  2,115 

    （注）普通株式の発行済株式の増加 7,979 千株は、第三者割当増資によるものであります。 

普通株式の自己株式の株式数の増加 1 千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

2.  新株予約権に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

3. 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

（決議） 

    

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

1 株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成 19年６月 26日 

定時株主総会 
普通株式 1,648 15 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 27 日

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（決議） 

  

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資

1株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成 20 年６月 26 日 

定時株主総会 
普通株式 1,886  

 

利益剰余金

 

16 平成 20 年３月 31 日 平成 20 年６月 27 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. 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 

 前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当連結会計年度

増加株式数 

（千株） 

当連結会計年度 

減少株式数 

（千株） 

当連結会計年度末

株式数（千株） 

発行済株式   

 普通株式 119,993  -  -  119,993

   合 計 119,993  -  -  119,993

自己株式    

普通株式（注） 2,115  4 -  2,120

    合 計 2,115  4 -  2,120

    (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 4 千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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2.  新株予約権に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

3. 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

（決議） 

    

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

1 株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成 20 年６月 26 日 

定時株主総会 
普通株式 1,886 16 平成 20 年３月 31 日 平成 20 年６月 27 日

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

 

（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

表に記載されている科目の金額との関係 

 

  現金及び預金勘定       21,309 百万円 

  有価証券勘定          425 百万円 

     計                    21,735 百万円 

  預入期間が 3 ヶ月を超える 

定期預金           △358 百万円 

  株式              91 百万円 

  投資事業組合に対する当社及び 

  連結子会社出資持分額    △8,451 百万円 

  現金及び現金同等物     12,833 百万円 

 

２．株式取得により、新たに連結子会社となった会

社の資産及び負債の主な内訳 

   流動資産           231 百万円 

   固定資産           62 百万円 

   のれん            31 百万円 

   流動負債          △24 百万円 

   固定負債           －百万円 

   新規連結子会社株式の     300 百万円 

   取得価格 

   連結開始前の既存取得分   △134 百万円 

   新規連結子会社株式の    △152 百万円 

   現金及び現金同等物 

   差引：新規連結子会社取得   13 百万円 

   による支出          

 

 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定       15,523 百万円 

  有価証券勘定          265 百万円 

     計                    15,788 百万円 

  預入期間が 3 ヶ月を超える 

定期預金           △477 百万円 

  株式              － 百万円 

  投資事業組合に対する当社及び 

  連結子会社出資持分額    △7,152 百万円 

  現金及び現金同等物       8,158 百万円 

 

２．株式売却により、連結子会社でなくなった会社

の資産及び負債の主な内訳 

   流動資産           124 百万円 

   固定資産            0 百万円 

   流動負債          △12 百万円 

   固定負債          △16 百万円 

   連結除外時持分       △46 百万円 

   連結範囲の変動及び持分法 

   適用範囲の変動による利益   △0 百万円 

剰余金減少高 

   関係会社株式売却損      △2 百万円  

   関係会社株式の売却価格    45 百万円 

   関係会社の現金及び現金   △30 百万円 

   同等物 

   差引：関係会社株式売却に   15 百万円 

よる収入  
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（セグメント情報） 
 
1. 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）              
 投資事業の売上高、営業利益の金額および資産の額が、全セグメントの売上高の合計、営業利益および資産の

金額に占める割合がいずれも 90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

 

  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） 
 投資事業の売上高、営業利益の金額および資産の額が、全セグメントの売上高の合計、営業利益および資産の

金額に占める割合がいずれも 90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

 

 
2. 所在地別セグメント情報 

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） 

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「本邦」の割合がい

ずれも 90%を超えているため､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） 
   

 

(注) 1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.「その他」の区分に属する地域は、東南アジア、極東アジア、中国、アメリカ合衆国及びその周辺地域などで

あります。 

 

3. 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）（単位 百万円） 

 

 その他 計 

Ⅰ.  海 外 売 上 高 3,721 3,721 

Ⅱ.  連 結 売 上 高 － 21,444 

Ⅲ.  連結売上高に占める海外売上高の割合 17.4% 17.4% 

(注)1.国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。 

2.「その他」の区分に属する地域は、東南アジア、極東アジア、ヨーロッパ、アメリカ等であります。 

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。 

4.会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、連結会社が管理運用する投資事業組合

等及び他社が管理運用する連結子会社に該当する投資事業組合等のうち、当社と決算日が同一でない投資事業組

合等への出資金に係る会計処理は、当連結会計年度から、連結決算日における組合等の仮決算による財務諸表に

基づいて計上する方法に変更いたしました。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較し、「その他」の海外売上高が 78 百万円減少しております。 

なお、当該変更を当下期から行っております。当中間連結会計期間において当該変更を行っていた場合、「そ

の他」の海外売上高が 301 百万円増加いたします。 

日本 その他 計 消去又は全社 連結 
  

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

Ⅰ  売上高及び営業損益  

(1)外部顧客に対する売上高 8,312 1,141 9,454 - 9,454

(2)セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
350 292 642 △642 -

計 8,662 1,434 10,096 △642 9,454

営業費用 38,858 2,493 41,351 △514 40,837

営業損失（△） △30,195 △1,059 △31,254 △128 △31,382

Ⅱ 資産 75,589 4,521 80,110 △5,479 74,631
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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）       （単位 百万円） 

 

 東南アジア その他 計 

Ⅰ.  海 外 売 上 高 1,280 1,020 2,301 

Ⅱ.  連 結 売 上 高 － － 9,454 

Ⅲ.  連結売上高に占める海外売上高の割合 13.5% 10.8% 24.3% 

(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. 「東南アジア」の区分に属する地域は、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、ベト

ナムであり、「その他」の区分に属する地域は、極東アジア、ヨーロッパ、アメリカ等であります。 

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。 
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（有価証券関係） 

 

前連結会計年度(平成 20 年３月 31 日) 

1.売買目的有価証券       

 該当事項はありません。 

 

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                                  (単位 百万円) 

種  類 取 得 原 価        連 結 貸 借 対 照 表          

計 上 額          
差     額 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの) 

(1)株 式        

(2)債 券        

(3)そ の 他        

2,589

-

458

7,597 

- 

483 

5,008

-

24

   小 計      3,048 8,080 5,032

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) 

(1)株 式        

(2)債 券        

(3)そ の 他        

8,698

-

2,729

6,434 

- 

2,679 

△2,263

-

△49

  小 計      11,428 9,114 △2,313

合 計 14,476 17,195 2,718

 

 

4.前連結会計年度中に売却したその他有価証券  (単位 百万円) 

売 却 額       売却益の合計 売却損の合計 

17,070 10,880 249

 

 

5.時価評価されていない主な有価証券          (単位 百万円) 

 連 結 貸 借 対 照 表          

計 上 額          

その他有価証券 

     非上場株式 

     非上場債券 

     そ の 他 

 

65,143

2,498

3,349

合 計  70,991

 

 

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債券の今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 
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当連結会計年度(平成 21 年３月 31 日) 

1.売買目的有価証券      

 該当事項はありません。 

 

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                               (単位 百万円) 

種  類 取 得 原 価        連 結 貸 借 対 照 表          

計 上 額          
差     額 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの) 

(1)株 式        

(2)債 券        

(3)そ の 他        

164

-

2

273 

- 

3 

109

-

0

   小 計      167 276 109

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) 

(1)株 式        

(2)債 券        

(3)そ の 他        

4,784

-

911

3,366 

- 

765 

△1,418

-

△146

  小 計      5,696 4,131 △1,564

合 計 5,863 4,408 △1,454

 

 

4.当連結会計年度中に売却したその他有価証券  (単位 百万円) 

売 却 額       売却益の合計 売却損の合計 

7,131 2,043 1,584

 

 

5.時価評価されていない主な有価証券          (単位 百万円) 

 連 結 貸 借 対 照 表          

計 上 額          

その他有価証券 

     非上場株式 

     非上場債券 

     そ の 他 

56,317

1,779

1,563

合 計  59,659

 

 

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債券の今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 
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（デリバティブ取引関係） 

 

1.取引の状況に関する事項 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 （自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日）   至 平成 21 年３月 31 日） 

１ 取引の状況に関する事項 １ 取引の状況に関する事項 

    

① 取引の内容及び利用目的等 ① 取引の内容及び利用目的等 

    

当社グループは、金融業務における資金調達に関

し、融資先への貸付条件に応じ、調達金利の金利上昇

リスクをヘッジするために金利スワップ取引を行って

おります。また、市場価格変動リスクをヘッジするた

めに株式オプション取引を行っており、外貨建債権の

売却時及び外貨建投資時における為替相場の変動によ

るリスクを軽減するために、為替予約を行っておりま

す。 

同左 

② 取引に対する取組方針 ② 取引に対する取組方針 

    

 金利関連のデリバティブ取引については、現在、

金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を

利用しているのみであり、株式関連のデリバティブ取

引については、市場価格変動リスクを回避する目的で

株式オプション取引を利用しているのみであります。

また通貨関連のデリバティブ取引については、決済時

の円貨額を確定させる目的で為替予約取引を利用して

いるのみであります。 

 同左 

 投機目的の取引は行わない方針であります。    

③ 取引に係るリスクの内容 ③ 取引に係るリスクの内容 

    

 金利スワップ取引においては、市場金利の変動に

よるリスクを有しております。株式オプション取引に

おいては、市場価格の変動によるリスクを有しており

ます。為替予約取引においては、為替相場の変動によ

るリスクを有しております。  

同左  

④ 取引に係るリスク管理体制 ④ 取引に係るリスク管理体制 

    

 デリバティブ取引の実施に当たりましては、「経

理規程」に従い、経営会議において承認を行い、実行

しております。 

同左 

 また、デリバティブ取引の管理は財務チームにお

いて行っており、定期的に経営会議に報告されており

ます。 

  

⑤ その他 ⑤ その他 

    

 「取引の時価等に関する事項」における契約額等

は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リス

ク量を示すものではありません。 

同左 

 

 

2.取引の時価等に関する事項 

 

前連結会計年度(平成 20 年 3 月 31 日) 

 該当事項はありません。 

  なお、金利スワップ取引、為替予約取引及び株式オプション取引を行なっておりますが、いずれも

ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。 
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当連結会計年度(平成 21 年 3 月 31 日) 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

契約額等 

契約額等

のうち 1

年超 

時価 評価損益 契約額等

契約額等

のうち 1

年超 

時価 評価損益区分 種類 

（百万

円） 

（百万

円） 

（百万

円） 

（百万

円） 

（百万

円） 

（百万

円） 

（百万

円） 

（百万

円） 

金利スワップ取

引 
  市場取

引以外

の取引 
変動受取・固定

支払 
- - - - 22,728 - △ 268 △ 268

      

合計 - - - - 22,728 - △ 268 △ 268

 

(注)1.時価の算定方法 時価及び評価損益については、金利スワップ契約を締結している取引銀行から

提示された価格によっております。 

    2.当期連結会計年度においてヘッジ対象の借入金とヘッジ手段について有効性が消滅したため、ヘ

ッジ会計の終了処理を行っております。 
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（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） 

1 株当たり純資産額 465.15 円 1 株当たり純資産額 116.93 円

1 株当たり当期純利益金額  13.14 円 1 株当たり当期純損失金額 296.07 円

潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額 

12.45 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金については、１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。 

（注）1 株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後 1 株当たり当

期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 前連結会計年度 

（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 株当たり当期純利益又は当期純損失金額 

 当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 

1,512 △ 34,899

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）（百万円） 

1,512 △ 34,899

 期中平均株式数（千株） 115,087 117,875

 

潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益又は

当期純損失金額 

 当期純利益調整額（百万円） － －

 （うち支払利息（税額相当額控除後）） （－） （－）

 普通株式増加額（千株） 6,437 6,437

 （うち新株予約権付社債） （6,437） （6,437）

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 

－ －

 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

 

（その他の注記事項） 

「リース取引」、「関連当事者との取引」、「税効果会計」、「退職給付」に関する注記事項に

ついては、決算短信における開示の必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。 

また、「ストック・オプション等」、「企業結合等」に関する注記事項については、該当事項は

ありません。 
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事業部門別営業収益及び営業総利益の内訳

営業の状況

（単位：百万円）

営業収益 百分比 営業原価 営業総利益

% 
1,183 5.5 2 1,181

19,177 89.4 10,438 8,739
399 1.9 14 385

20,760 96.8 10,454 10,305

% 
281 1.3 166 114
253 1.2 227 26
149 0.7 148 0

684 3.2 542 141
21,444 100.0 10,997 10,447

（単位：百万円）

営業収益 百分比 営業原価 営業総利益

% 
756 8.0 - 756

8,063 85.3 33,166 △ 25,102
236 2.5 18 218

9,057 95.8 33,185 △ 24,128

% 
256 2.7 144 111
106 1.2 97 9
33 0.3 5 28

397 4.2 247 149
9,454 100.0 33,433 △ 23,978

投資事業組合等管理業務
投 資 業 務
コンサルティング業務他

至平成21年 ３月31日

当連結会計年度
自平成20年 ４月 1日

（注）上記金額には、消費税等は含めておりません。

そ の 他 の 金 融 業 務

小 計
合 計

　　　　　　　　　期　　別

　　科　　目

小 計

金 融 部 門

　　　　　　　　　期　　別

　　科　　目

融 資 業 務
リ ー ス ・ 割 賦 業 務

投 資 部 門

小 計

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 部 門

小 計
合 計

金 融 部 門
融 資 業 務
リ ー ス ・ 割 賦 業 務
そ の 他 の 金 融 業 務

投資事業組合等管理業務
投 資 業 務
コンサルティング業務他
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５．個別財務諸表
 （１）貸借対照表 

(単位：百万円)

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 13,036 9,334

有価証券 289 154

営業投資有価証券 62,622 49,296

投資損失引当金 △1,540 △7,687

営業貸付金 4,945 1,646

関係会社短期貸付金 － 38

前払費用 312 263

繰延税金資産 2,269 －

その他 496 645

貸倒引当金 △15 △23

流動資産合計 82,416 53,667

固定資産   

有形固定資産   

建物 106 106

減価償却累計額 △38 △42

建物（純額） 67 63

構築物 15 15

減価償却累計額 △7 △9

構築物（純額） 7 5

工具、器具及び備品 99 97

減価償却累計額 △15 △15

工具、器具及び備品（純額） 83 82

土地 648 492

リース資産 － 3

減価償却累計額 － 0

リース資産（純額） － 3

有形固定資産合計 807 647

無形固定資産   

ソフトウエア 17 14

電話加入権 3 3

無形固定資産合計 20 17

投資その他の資産   

投資有価証券 9,155 3,286

関係会社株式 5,340 3,322

投資損失引当金 － △193

借室保証金 209 183

諸会員権 12 9

破産更生債権等 153 2,441

長期前払費用 70 62

繰延税金資産 197 －

その他 20 19

貸倒引当金 △127 △1,700

投資その他の資産合計 15,032 7,432

固定資産合計 15,860 8,097

資産合計 98,276 61,765
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(単位：百万円)

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   

短期借入金 － 3,000

関係会社短期借入金 － 545

1年内返済予定の長期借入金 9,298 13,286

1年内償還予定の社債 640 922

リース債務 － 0

未払費用 245 190

未払法人税等 2,265 58

前受収益 245 172

賞与引当金 101 7

役員賞与引当金 94 －

事業再構築引当金 － 285

その他 255 290

流動負債合計 13,145 18,761

固定負債   

社債 3,870 3,680

新株予約権付社債 6,000 6,000

長期借入金 19,464 18,932

リース債務 － 2

退職給付引当金 296 243

役員退職慰労引当金 96 67

長期預り保証金 80 80

その他固定負債 359 290

固定負債合計 30,167 29,297

負債合計 43,312 48,058

純資産の部   

株主資本   

資本金 27,166 27,166

資本剰余金   

資本準備金 9,834 9,834

その他資本剰余金 13,637 13,637

資本剰余金合計 23,471 23,471

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 6,334 △31,471

利益剰余金合計 6,334 △31,471

自己株式 △413 △415

株主資本合計 56,558 18,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,388 △5,044

繰延ヘッジ損益 △205 －

評価・換算差額等合計 △1,594 △5,044

純資産合計 54,964 13,706

負債純資産合計 98,276 61,765
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

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) 

営業収益 18,280 7,011

営業原価 9,059 28,281

営業総利益又は損失(△) 9,221 △21,270

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 4,294 6,566

営業利益又は損失(△) 4,926 △27,836

営業外収益   

受取利息 45 19

受取配当金 559 668

施設使用料収入 7 5

雑収入 113 20

営業外収益合計 725 713

営業外費用   

支払利息 703 824

支払手数料 － 100

社債利息 81 80

社債発行費 4 2

株式交付費 74 －

ヘッジ取引損失 － 268

為替差損 115 133

雑損失 4 11

営業外費用合計 984 1,420

経常利益又は損失(△) 4,667 △28,542

特別利益   

投資損失引当金戻入額 159 －

貸倒引当金戻入額 60 －

関係会社株式売却益 － 30

特別利益合計 219 30

特別損失   

関係会社株式評価損 － 701

関係会社株式償還損 － 814

減損損失 35 156

投資有価証券売却損 － 1,039

投資有価証券評価損 41 1,587

投資損失引当金繰入額 － 193

事業再構築費用 － 554

特別損失合計 76 5,047

税引前当期純利益又は損失（△） 4,810 △33,560

法人税、住民税及び事業税 2,703 81

過年度法人税等戻入額 △343 △177

法人税等調整額 △807 2,456

法人税等合計 1,552 2,359

当期純利益又は損失(△) 3,257 △35,920
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

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 24,293 27,166

当期変動額   

新株の発行 2,872 －

当期変動額合計 2,872 －

当期末残高 27,166 27,166

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,961 9,834

当期変動額   

新株の発行 2,872 －

当期変動額合計 2,872 －

当期末残高 9,834 9,834

その他資本剰余金   

前期末残高 13,637 13,637

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,637 13,637

資本剰余金合計   

前期末残高 20,599 23,471

当期変動額   

新株の発行 2,872 －

当期変動額合計 2,872 －

当期末残高 23,471 23,471

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,725 6,334

当期変動額   

剰余金の配当 △1,648 △1,886

当期純利益又は損失（△） 3,257 △35,920

当期変動額合計 1,608 △37,806

当期末残高 6,334 △31,471

利益剰余金合計   

前期末残高 4,725 6,334

当期変動額   

剰余金の配当 △1,648 △1,886

当期純利益 3,257 △35,920

当期変動額合計 1,608 △37,806

当期末残高 6,334 △31,471

自己株式   

前期末残高 △413 △413

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △1
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(単位：百万円)

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) 

当期変動額合計 △0 △1

当期末残高 △413 △415

株主資本合計   

前期末残高 49,205 56,558

当期変動額   

新株の発行 5,744 －

剰余金の配当 △1,648 △1,886

当期純利益又は損失（△） 3,257 △35,920

自己株式の取得 △0 △1

当期変動額合計 7,352 △37,807

当期末残高 56,558 18,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,349 △1,388

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,737 △3,655

当期変動額合計 △7,737 △3,655

当期末残高 △1,388 △5,044

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △135 △205

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △69 205

当期変動額合計 △69 205

当期末残高 △205 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,213 △1,594

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,807 △3,450

当期変動額合計 △7,807 △3,450

当期末残高 △1,594 △5,044

純資産合計   

前期末残高 55,419 54,964

当期変動額   

新株の発行 5,744 －

剰余金の配当 △1,648 △1,886

当期純利益又は損失（△） 3,257 △35,920

自己株式の取得 △0 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,807 △3,450

当期変動額合計 △454 △41,257

当期末残高 54,964 13,706
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 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
該当事項はありません。 

 

 重要な会計方針 

 
項 目 

 

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） 

１． 有価証券の評価基準

及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． デリバティブの評価

基準及び評価方法  

時価法 

 

３． 営業投資有価証券の

評価基準及び評価方

法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

 

(2)その他有価証券 

  時価のあるもの  

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） 

時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 

 時価法 

 

 

 

営業投資子会社株式及び営業投資関連

会社株式 

 移動平均法による原価法 

 

その他営業投資有価証券  

  時価のあるもの   

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） 

 時価のないもの   

  移動平均法による原価法 

 

投資事業組合出資金等 

  投資事業組合等を当社及び関係

会社が管理運用する場合、当社と決

算日が同一である組合等について

は当社の決算日における組合等の

財務諸表に基づいて、当社と決算日

が同一でない組合等については、当

社の決算日における組合等の仮決

算による財務諸表に基づいて、組合

等の資産、負債及び収益、費用を当

社の出資持分割合に応じて計上し

(1)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

(2)その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 

 

 

  時価のないもの 

同左 

 

同左 

 

 

 

営業投資子会社株式及び営業投資関連

会社株式 

同左 

 

その他営業投資有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 

 

 

  時価のないもの 

同左 

 

投資事業組合出資金等 

同左 
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４．固定資産の減価償却の

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ております。また、他社が管理運用

する投資事業組合等のうち子会社

に該当する投資事業組合等は当社

の決算日における組合等の仮決算

に基づいて、子会社に該当しない組

合等は当該組合等の 近の財産及

び損益の状況に基づいて、その純資

産及び純損益を当社の持分割合に

応じて計上しております。 

 

 

(1)有形固定資産 

  定率法によっております。  

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

   建物及び構築物 8～39 年 

   車両及び器具備品 3～15 年 

 また、取得価額が 10 万円以上 20

万円未満の資産については、3年間

で均等償却する方法を採用        

しております。 

(会計処理方法の変更) 

  当社は、法人税法の改正に伴い、当

事業年度より、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

よる影響は軽微であります。 

(追加情報) 

  当社は、法人税法の改正に伴い、当

事業年度より、平成 19 年３月 31 日以

前に取得した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５%

に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５%相当額と備忘価額

との差額を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。これによる影響は軽微でありま

す。 

 

(2)無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっております。

  また、のれんについては５年で均等

償却しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

  定率法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

   建物及び構築物 8～39 年   

   車両及び器具備品 4～15 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

 自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっております。
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５．繰延資産の処理方法 

 

 

 

 

 

６．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

 

７．引当金の計上基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式交付費については、支出時に

全額費用として処理しております。

社債発行費については、支出時に全

額費用として処理しております。 

 

 

外貨建金銭債権債務は、期末日の

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。

 
 

(1)投資損失引当金 

投資の損失に備えるため､投資先会

社の実状を勘案して､その損失見積額

を計上しております。 

(2)貸倒引当金   

債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率法によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては、財務内容評価法により計上して

おります。 

(3)賞与引当金 

業績連動型賞与及び運用成績に基

づく賞与部分については、当社所定の

支払見込額を計上しております。 

(4)役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与に備え

るため、支給見込額に基づき計上して

おります。 

(5)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、期末において発生し

ていると認められる額を計上してお

(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を採用しており

ます。 

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。 

 

社債発行費については、支出時に全

額費用として処理しております。 

 

 

 

 

同左 

 

 
 
 
 

(1)投資損失引当金 

同左 

 

 

(2)貸倒引当金   

同左 

 

 

 

 

(3)賞与引当金 

運用成績に基づく賞与部分につい

ては、当社所定の支払見込額を計上し

ております。 

(4)役員賞与引当金 

― 

 

 

(5)退職給付引当金 

同左 
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８．リ－ス取引の処理方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ります。 

(6)役員退職引当金  

常勤役員の退職慰労金の支給に備

えるため､内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

なお、平成 16 年６月の定時株主総

会終結の時をもって役員退職慰労金

規程を廃止しております。廃止時にお

ける引当額は対象となる役員の退職

まで据え置き、平成 16 年７月以降の

新たな引当ては行っておりません。

 

 

 

 

 

 

リ－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－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 

 

 

 

 

 

 

(1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、為替予約については振当処

理に、特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては特例処理に

よっております。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段     ヘッジ対象  

   金利スワップ   借入金 

 為替予約     外貨建金銭債権 

債務 

 株式ｵﾌﾟｼｮﾝ     営業投資有価証券

(3)ヘッジ方針 

  当社規程に基づき、ヘッジ対象に係

る為替相場変動リスク、金利変動リス

ク及び株価変動リスクをヘッジして

おります。 

 

(6)役員退職引当金  

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)事業再構築引当金 

  事業再生計画に基づく事業再構築

に伴い、今後発生が見込まれる費用ま

たは損失について、合理的に見積もら

れた金額を計上しております。 

 

  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「リース

取引に関する会計基準」適用初年度開

始前の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

じた会計処理によっております。 

 

(1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについては特例処

理によっております。 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段     ヘッジ対象  

   金利スワップ   借入金 

  

 

 

(3)ヘッジ方針 

  当社規程に基づき、ヘッジ対象に係

る金利変動リスクをヘッジしており

ます。 
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10．その他財務諸表作成の

ための基本となる重

要な事項 

 

 

 

 

11．表示方法の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．追加情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計又は相場変動とヘッジ手段

のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動を半期ごとに比較し、両者の

変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性

を評価しております。ただし、振当処

理によっている為替予約及び特例処

理によっている金利スワップについ

ては、有効性の評価を省略しておりま

す。 

 
 

消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております｡なお､

控除対象外消費税等については､発生

事業年度の販売費及び一般管理費に

計上しております｡ 

 

 

(1) 前期において独立掲記していた「未

収金」(当期 208 百万円)及び「割賦

未収金」(当期 98 百万円)は、金額が

僅少なため、当期より流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。

 

(2) 前期において独立掲記していた「割

賦未払金」(当期 91 百万円)は、金額

が僅少なため、当期より流動負債の

「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 

 
 

投資損失引当金を設定している営

業投資有価証券の一部について、投資

資金の回収が困難と判断されたため

2,001 百万円を減損処理致しました。

これによる損益への影響はありま

せん。 

 

 

 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計又は相場変動とヘッジ手段

のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動を半期ごとに比較し、両者の

変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性

を評価しております。ただし、特例処

理によっている金利スワップについ

ては、有効性の評価を省略しておりま

す。 
 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 
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会計処理方法の変更 

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） 
（投資事業組合等への出資金に係る会計処理） 

当社及び関係会社が管理運用する当社と決算日が同

一でない投資事業組合等への出資金に係る会計処理

は、従来、組合等の事業年度の財務諸表及び事業年度の

中間会計期間に係る中間財務諸表に基づいて、組合等の

資産、負債及び収益、費用を当社の出資持分割合に応じ

て計上しておりましたが、当事業年度から当社の決算日

における組合等の仮決算による財務諸表に基づいて計

上する方法に変更いたしました。 

また、他社が管理運営する投資事業組合等のうち、子

会社に該当する投資事業組合等についても当社の決算

日における組合等の仮決算による財務諸表に基づいて

計上する方法に変更いたしました。 

この変更は、当社及び当社が管理運用する投資事業組

合等において、ベンチャーキャピタル投資に比較して１

件当たりの投資金額が大きいその他のプライベートエ

クイティ投資の増加により、当社の当該組合等への出資

金額の増加とともに、当該組合等における当社持分の当

社の財務諸表に対する重要性が増したことから、当社と

当該組合等との決算日差異を解消することにより、当社

の資産、負債及び収益、費用をより適切に計上、表示す

るためのものであります。この変更により、総資産が

2,157 百万円減少し、営業収益が 4,907 百万円、営業利

益が 2,860 百万円、経常利益が 2,850 百万円、税引前当

期純利益が 2,848 百万円それぞれ増加しております。

なお、当下期に人員の確保やシステムの改訂等仮決算

を行う体制が整備されたため、当該変更を当下期から行

っております。当中間会計期間において当該変更を行っ

た場合には、従前に比べ総資産が 935 百万円、営業収益

が 1,321 百万円、営業利益が 517 百万円、経常利益が

546 百万円、税引前中間純利益が 550 百万円それぞれ増

加しております。 

 

 

 

 

 

 

 

（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、当事業年度よ

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。 
  この変更による損益への影響は軽微であり

ます。 
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個別財務諸表に関する注記事項 

 

(貸借対照表関係) 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

１．関係会社に係る注記 

  営業貸付金          995 百万円 

 

 

２．担保に供している資産 

   営業投資有価証券     1,200百万円 

 

３．偶発債務 

  連結会社以外の会社の事業用借地の原状回復 

工事履行保証に対する債務保証 

  ㈱ｲｵﾝ工学研究所       255  百万円 

 

４．貸出コミットメント 

  貸出コミットメント     84 百万円 

  貸出実行高         84 百万円 

 

 

 

１．関係会社に係る注記 

  関係会社短期貸付金      38 百万円 

  関係会社短期借入金      545 百万円 

 

２．担保に供している資産 

  営業投資有価証券      1,200 百万円 

 

３．偶発債務 

  連結会社以外の会社の借入債務に対する債務保

証  

 ㈱生光会健康管理ｾﾝﾀｰ      50 百万円 

 

４．貸出コミットメント 

  貸出コミットメント      70 百万円 

  貸出実行高          30 百万円 

 

５． 営業投資有価証券には、連結対象子会社に

対する事業投資組合出資金等が1,612百万

円、持分法を適用した関連会社に対する事業

投資組合出資金等が1,334百万円含まれて

おります。 
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(損益計算書関係) 

 

    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） 

１．営業収益の主要な項目及び金額  

営業投資有価証券売却高  14,481百万円 

投資事業組合等運営報酬   1,452百万円 

営業貸付金利息        278百万円 

 

２．営業原価の主要な項目及び金額 

   営業投資有価証券売却原価  7,574百万円 

   投資損失引当金繰入額     474百万円 

   資金原価           147百万円 

 

３．営業原価のうち営業投資有価証券に関する 

評価損           1,651百万円 

 

４．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び 

金額は次のとおりであります。 

 給料諸手当        1,092 百万円    

  その他人件費         － 百万円 

 事務委託費                   674 百万円 

 貸倒損失                      － 百万円 

  賞与引当金繰入額       94 百万円  

  役員賞与引当金繰入額         94 百万円 

  退職給付費用         50 百万円 

  貸倒引当金繰入額       － 百万円 

   減価償却費          20 百万円 

 

５．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

   施設使用料収入        7 百万円 

   受取配当金         485 百万円 

 

６．減損損失 

前事業年度において、当社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。 

 

用途 種類 場所 減損金額 

リース・割賦 のれん 東京 35百万円 

 

減損を認識した資産はリース・割賦事業の資産と

してグルーピングし、減損損失の認識を行っていま

す。当該資産の回収可能価格を割引前将来キャッシ

ュフローにより測定した結果、将来のキャッシュフ

ローがマイナスとなり、事業売却の可能性もないこ

とから回収可能価格をゼロと判断しております。 

 

１．営業収益の主要な項目及び金額  

営業投資有価証券売却高   4,682百万円 

投資事業組合等運営報酬   1,116百万円 

営業貸付金利息        267百万円 

 

２．営業原価の主要な項目及び金額 

   営業投資有価証券売却原価  19,983百万円 

   投資損失引当金繰入額    7,589百万円 

   資金原価           144百万円 

 

３．営業原価のうち営業投資有価証券に関する 

評価損          15,193百万円 

 

４．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び 

金額は次のとおりであります。 

 給料諸手当        1,101 百万円 

  その他人件費         338 百万円 

 事務委託費                   709 百万円 

 貸倒損失                   1,044 百万円 

  賞与引当金繰入額        7 百万円 

  役員賞与引当金繰入額        － 百万円 

  退職給付費用         37 百万円 

  貸倒引当金繰入額       1,578 百万円 

   減価償却費          16 百万円 

 

５．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

   施設使用料収入        5 百万円 

   受取配当金         593 百万円 

 

６．減損損失 

当事業年度において、当社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。 

 

用途 種類 場所 減損金額 

遊休資産 土地 北海道1件 156百万円 

 

  減損を認識した遊休資産については物件単位でグ

ルーピングし、減損損失の認識を行っています。な

お、当該資産の回収可能価格は正味売却価額により

測定しており、第三者から入手した価額を合理的に

算定した価額として評価しております。 
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    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） 

 ７．事業再構築費用 

  事業再生計画に基づく事業再構築に伴い発生した

費用を計上しております。また、今後発生が見込ま

れる費用または損失について、合理的に見積もられ

る金額を引当金として計上しております。 

 

 事業再構築費用の内訳は次のとおりであります。 

  

事業再構築アドバイザリー費用等  306百万円 

 特別退職加算金等          99百万円 

 本社及び支店移転等                  

 原状回復工事等                     93百万円 

  固定資産除却等                     53百万円 
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(株主資本等変動計算書関係) 

 

前事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（千株） 

当事業年度増加株式数

（千株） 

当事業年度減少株式数 

（千株） 

当事業年度末 

株式数（千株）

普通株式（注）  2,114 1 -  2,115 

     合計 2,114 1 -  2,115 

    (注)普通株式の自己株式の株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります 

 

当事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（千株） 

当事業年度増加株式数

（千株） 

当事業年度減少株式数 

（千株） 

当事業年度末 

株式数（千株）

普通株式（注）  2,115 4 -  2,120 

     合計 2,115 4 -  2,120 

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加4千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）及び当事業年度（自 平成 20 年４月１日

至 平成21年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（その他の注記事項） 

「リース取引」、「税効果会計」、「１株当たり情報」に関する注記事項については、決算短信における開 

示の必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。 

また、「重要な後発事象」に関する注記事項については、該当事項はありません。 

 

 

 

 

６.その他 
 
役員の異動 

 
本日（平成 21 年 5 月 11 日）付で「代表取締役の異動に関するお知らせ」を TDnet により開示済みであ

ります。 
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（参考情報）従来連結基準による連結財務諸表等 

       

    

平成 21 年 3月期 決算短信 

平成 21 年 5月 11 日 

 
当社グループでは、平成 19 年 3 月期より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成 18 年 9月 8日 実務対応報告第 20 号）を適用し、当社グループで運営している投資事業組合

等の一部を連結の範囲に加えて連結財務諸表等を作成しております。 

しかしながら、投資家及び株主の皆さまに、当社グループの経営成績及び財務状況を正しくご認識頂くためには、従来から

の会計基準による財務諸表等の開示も必要と考えております。 

以上のことから、今後も参考情報として、従来の会計基準による連結財務諸表等を継続的に開示して参ります。 

 
 

    （百万円未満切捨て） 

1．平成 21 年 3 月期の従来連結基準業績（平成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 21 年 3 月 31 日） 
(1)経営成績                                   （％表示は対前期増減率） 

 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 
21年3月期 
20年3月期 

   百万円 ％
8,494（ △57.6 ）
20,051 （  5.9 ）

百万円   ％
△27,686 （ ― ）
 5,550（ △28.5 ）

  百万円   ％ 
△28,950（ ― ） 
4,796（ △35.7 ） 

百万円  ％
△34,845（ ― ） 

3,049（ △19.1 ） 

 

 
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 

営 業 収 益
営 業 利 益 率

 
21年3月期 
20年3月期 

円  銭 
△295  62 
 26  49 

円  銭
― 

25  09  

％
    △100.8 

   5.5 

％ 
△36.0 

5.0 

％
     △325.9 

27.7 

(参考) 持分法投資損益 21年3月期 0百万円  20年3月期 △57百万円 
 
(2)財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
21年3月期 
20年3月期 

百万円
62,172 
98,874    

百万円
14,287 
55,162 

％ 
22.7 
55.6   

円  銭
119   98  
466   61  

(参考) 自己資本      21 年 3 月期 14,142 百万円  20 年 3月期 55,003 百万円 
 

 2．平成 22 年 3 月期の従来連結基準業績予想（平成 21 年 4 月 1日 ～ 平成 22 年 3 月 31 日） 

 当社グループは、これまで第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を行っておりました。しかしながら、当社グループが

展開する投資事業全般は、その事業特性上株式市場等の変動要因による影響が極めて大きく、加えて昨今の変動の激しい環境下

においては、合理的な業績予想が困難であります。そのため、現時点では業績予想の開示を行わないこととさせて頂きたく存

じます。 

なお、当社グループは今後も引き続き、四半期決算の迅速な開示に努めるとともに、合理的な業績の予想が可能となった場合

には、速やかにその開示を行います。 

（注）詳細につきましては、61ページ『定性的情報・財務情報等』１.経営成績（1）経営成績に関する分析（次期の見通し）を

ご覧下さい。 

 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

当連結会計年度より業績予想の開示を行っておりません。 
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【定性的情報 ･ 財務諸表等】 
１．経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

（当連結会計年度の経営成績） 

当決算短信の 3ページに記載しておりますのでご参照下さい。 

 

 

事業部門別の活動状況及び収益の状況は以下のとおりであります。 

 

1）投資部門 

投資部門につきましては、営業収益は 8,083 百万円(前期比 58.3％減)、営業総損失は 20,152 百万円（前期営

業総利益 10,721 百万円）となりました。そのうちの業務別の主な収益は以下の通りであります。 

 

①ファンド設立の状況 

当連結会計年度末における当社グループが管理、運用又は投資情報の提供を行っているファンドの運用資産総

額は 63 ファンド、124,098 百万円（前連結会計年度末 68 ファンド、147,887 百万円）となりました。  

また、新規設立又は運用資産が増加したファンドは 7ファンド、11,626 百万円（前連結会計年度 12 ファンド、

19,565 百万円）となりました。 

投資損益の悪化に伴い成功報酬が減少したため、投資事業組合等運営報酬は 1.827 百万円（前期比 27.1％減）

となり、このうち投資事業組合等からの成功報酬は 268 百万円（前期比 73.3％減）となりました。          

                                             （単位：百万円） 

前連結会計年度 
平成 19 年 4月１日～ 
平成 20 年 3月 31 日～ 

当連結会計年度 
平成 20 年 4月 1日～ 
平成 21 年 3月 31 日 

投資事業組合等運営報酬 2,508 1,827 

管 理 運 営 報 酬 等 1,501 1,559 

成 功 報 酬 1,006 268 

                          

②投資実行の状況 

グループの自己勘定及び当社グループが管理運営する ファンドからの投資実行額は、良質な案件を選別し慎

重に投資活動を進めたことや、プリンシパル投資の凍結を行った結果、15,046 百万円（前期比 37.2％減）とな

りました。  
 これを内訳別にみますと、ベンチャーキャピタル投資の実行額は、地域別では日本及びアメリカでの投資実

行が大きく減少致しましたが、成長性の高いアジア地域、特に北東アジアでは一定の投資実行額を維持し、10,429

百万円（前期比 44.9％減） となりました。 

 また、その他のプライベートエクイティ投資においては、事業再生案件、バイアウト案件への投資額を一定に

維持し、24社に対し 4,617 百 万円（前期 30 社、5,017 百万円）を 実行致しました。 

 

③新規上場と投資損益の状況 

当社グループの投資先企業からの新規上場会社数は、既上場企業との株式交換等も含め国内 6 社、海外 6 社、

合計 12 社（前期 国内 19 社、海外 9社、合計 28 社）となりました。 

従来連結基準による投資損益につきましては、ベンチャーキャピタル投資については長期にわたる世界的な

株式市況の暴落と新規上場会社数の減少の影響を受け、営業投資有価証券の売却が非常に低い水準で推移致しま

した。ベンチャーキャピタル投資以外のプライベートエクイティ投資においても、経済環境の悪化の影響が投資

先企業や売却候補先の企業に及んだため、想定通りのタイミング、金額でのキャピタルゲインを確保することが

困難な状況となりました。その結果、営業投資有価証券売却高は 5,203 百万円（前期比 64.2％減）、売却による

実現キャピタルゲインは 181 百万円（前期比 97.9％減）となりました。 
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一方、営業投資有価証券評価損、投資損失引当金繰入額については、第 2四半期連結会計期間に当社グループ

大のポートフォリオ（投融資先企業）であったりんかい日産社が破綻した他、第 2四半期連結累計期間末以降

の更なる急激な株式市場の下落や為替の変動、また実体経済における景気の悪化による影響が当社グループの投

資先企業の財政状況や業績にも大きく及び、大幅な評価減を余儀なくされました。 

加えて、当社グループではこうした厳しい経済環境が今後一定期間継続するという前提に基づき、営業投資資

産の評価に関する社内ルールを抜本的に見直し、従来に比較してよりきめ細かい格付け基準とより厳格な償却引

当基準を実施しました。その結果、将来の成長に対する期待は依然としてありながらも、当連結会計年度におい

て営業投資有価証券評価損 15,069 百万円（うちりんかい日産社 5,521 百万円）（前期比 804.9％増）、投資損失

引当金繰入額 7,615 百万円（前期比 1530.4％増）を計上致しました。 

 

以上の結果、投資損失は 22,503 百万円（前期投資利益 6,454 百万円）となりました。これにベンチャーキャ

ピタル投資以外のその他プライベートエクイティ投資事業からのインカムゲイン等の寄与を加えた投資業務によ

る営業収益は 6,018 百万円（前期比 63.6％減）、営業総損失は 22,199 百万円（前期営業総利益 7,902 百万円）と

なりました。 

 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 
平成 19 年 4月 1日～ 
平成 20 年 3月 31 日～ 

当連結会計年度 
平成 20 年 4月 1日～ 
平成 21 年 3月 31 日 

営業投資有価証券売却高（A） 14,547 5,203 

営業投資有価証券売却原価 7,625 20,092 

営業投資有価証券売却原価(B) 5,960 5,022 

営業投資有価証券評価損(C) 1,665 15,069 

投資損失引当金繰入額(D) 467 7,615 

   

実現キャピタルゲイン(A)-(B) 8,586 181 

投資利益(A)-(B)-(C)-(D) 6,454 △22,503 

 

なお、従来連結基準による当連結会計年度末における時価のある営業投資有価証券の含み損は、株式市況の低

迷だけでなく、外貨建株式に対する為替の変動を反映し、556 百万円（前連結会計年度末 1,187 百万円）となり

ました。 

                                                         （単位：百万円） 

 
前連結会計年度末 

(平成 20 年 3 月 31 日現在) 

当連結会計年度末 

(平成 21 年 3 月 31 日現在) 

取得原価 5,337         2,593 

連結貸借対照表計上額 6,524 2,036 

差額（含み益） 1,187 △556 

 

 

2）金融部門 

 営業収益は 411 百万円（前期比 39.6％減）、営業総利益は 163 百万円（前期比 3.9％増）となりました。 
 

当連結会計年度末現在の営業貸付金残高は、1,646 百万円(前連結会計年度末 4,953 百万円）となりました。り

んかい日産社及びその他の業況が悪化した企業に対し、当該融資先の財政状況や債権の保全状況等を厳格に評価

した結果、2,621 百万円の貸倒引当金繰入額及び貸倒損失を計上し、融資残高を固定資産の破産更生債権等へと振

り替えたこと等から残高が減少しております。収益面につきましては、営業貸付金利息による収益は267百万円(前

期比 3.8％減)、資金原価については 144 百万円（前期比 1.8％減）となりました。 
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この結果、当連結会計年度の営業収益は 8,494 百万円（前期比 57.6％減）、経常損失は 28,950 百万円（前期

経常利益 4,796 百万円）、当期純損失は 34,845 百万円（前期当期純利益 3,049 百万円）となりました。 

 

 

（次期の見通し） 

当社はこれまで、経営の方向性を示すと同時に投資者の投資判断のために提供する情報として業績数値の目安

を投資家・株主の皆様に適時にお伝えすべく、第 2 四半期連結累計期間及び通期での業績予想の開示に努めて参

りました。 

しかしながら、当社グループが展開する投資事業全般は、その事業特性上、株式等の売却により得られる収入

が大半を占めていることから、国内・海外の株式市場や経済環境に大きく影響を受けます。特に、ベンチャーキ

ャピタル投資においては新規上場市場の影響等を強く受けるため収益のぶれが大きく、また、１社当たりの投資

額が大きいベンチャーキャピタル以外のその他プライベートエクイティ投資においても、株式市場の状況や経済

情勢が個別案件の売却交渉の進捗に少なからず影響を与え、その収益計上時期が前後したり、回収額が予想と異

なることがあります。そのような事業特性に加え、経済環境が急激に変化する現況下においては、合理的な業績

予想の策定が極めて困難であり、むしろこのような環境下で、ある一定の前提のもとに策定した業績予想を開示

することが、投資者の投資判断のために提供する情報として必ずしも適切性・有用性を持つものではないと判断

致しました。 

上記の事情により、当社及び当社グループでは、現時点においては業績予想の開示を行わないことと致したく、

何卒ご理解頂きたくお願い致します。 

なお、業績予想の開示は行いませんが、四半期決算の迅速な開示に努めるとともに、合理的な業績の予想が可

能となった場合には、速やかにその開示を行います。 

  

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
 
当連結会計年度末の総資産は、営業投資有価証券評価損の計上や含み益の減少に伴う営業投資有価証券の減少、

繰延税金資産の取崩による減少、売却及び投資有価証券評価損の計上による投資有価証券の減少により、62,172

百万円（前連結会計年度末 98,874 百万円）となりました。 

負債総額は、未払法人税等が減少した一方、短期借入金の増加等により、47,884 百万円（前連結会計年度末

43,711 百万円）となりました。 

純資産は、当期純損失の計上による利益剰余金の減少や、株式市場の低迷や為替の変動によりその他有価証券

評価差額金が減少したため、14,287 百万円（前連結会計年度末 55,162 百万円）となり、結果として当連結会計

年度末における自己資本比率は 22.7％（前連結会計年度末 55.6％）となりました。 

 

日本アジア投資㈱（8518） 平成21年3月期 決算短信
（参考情報）従来連結基準

61



2.連結財務諸表

（1）連結貸借対照表
（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成20年３月31日） (平成21年３月31日)

資産の部 

　流動資産　

16,490 11,387

391 254

64,698 50,486

△1,819 △7,752

4,953 1,646

2,276 -

1,148 965

△15 △21

88,123 56,965

固定資産

建物及び構築物          235 225

　減価償却累計額 △127 △130

　建物及び構築物（純額） 108 94

車両運搬具及び工具器具備品 155 149

　減価償却累計額 △50 △50

　車両運搬具及び工具器具備品（純額 104 98

土地    647 492

リース資産 - 3

　減価償却累計額 - △0

　リース資産（純額） - 3

有形固定資産計 860 689

電話加入権 3 3

ソフトウエア     25 20

その他        28 -

無形固定資産計 57 23

投資有価証券         9,196 3,368

破産更生債権等 153 2,441

繰延税金資産 204 5

その他        407 378

貸倒引当金        △128 △1,700

投資その他の資産計 9,832 4,492

10,750 5,206

98,874 62,172

有形固定資産           

繰延税金資産 

その他          

流動資産合計

無形固定資産           

現金及び預金

有価証券        

営業投資有価証券

投資損失引当金  

投資その他の資産 

固定資産合計

　資産合計

貸倒引当金

営業貸付金
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（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成20年３月31日） (平成21年３月31日)

負債の部

　流動負債　

短期借入金 9,298 16,286

関係会社短期借入金 - 148

１年内償還予定の社債 640 922

リース債務 - 0

未払費用 281 200

未払法人税等 2,406 96

未払消費税等 18 5

繰延税金負債 4 0

賞与引当金 101 7

役員賞与引当金 94 -

事業再構築引当金 - 309

その他 677 602

流動負債合計 13,521 18,582

　固定負債

3,870 3,680

6,000 6,000

19,464 18,932

- 2

2 1

312 246

99 67

441 370

30,190 29,301

43,711 47,884

純資産の部

　株主資本

27,166 27,166

23,471 23,471

6,503 △30,227

△413 △415

56,727 19,994

　評価・換算差額等

△1,466 △5,047

△205 -

△52 △804

△1,724 △5,851

　少数株主持分 159 145

55,162 14,287

98,874 62,172

自己株式

利益剰余金

その他有価証券評価差額金

為替換算調整勘定

資本金

リース債務

長期借入金

役員退職慰労引当金

繰延税金負債

退職給付引当金

新株予約権付社債

社債

純資産合計

負債純資産合計

評価・換算差額等合計

その他

株主資本合計

繰延ヘッジ損益

固定負債合計

資本剰余金

　負債合計
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（2）連結損益計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自平成19年４月 1日 （自平成20年４月１日

至平成20年３月31日） 至平成21年３月31日）

営業収益 20,051 8,494

営業原価 9,172 28,483

10,879 △19,988

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 5,328 7,698

5,550 △27,686

営業外収益

受取利息 137 62

受取配当金 73 75

持分法による投資利益 - 0

賃貸収益 58 -

組合持分調整益 44 -

雑収入 28 30

営業外収益合計 342 168

営業外費用

支払利息 784 898

支払手数料 - 100

株式交付費 74 -

社債発行費 4 2

持分法による投資損失 57 -

ヘッジ取引損失 - 268

為替差損 162 109

雑損失 13 53

営業外費用合計 1,097 1,432

4,796 △28,950

特別利益

貸倒引当金戻入額 59 -

特別利益合計 59 -

特別損失

関係会社株式売却損 - 2

減損損失 - 154

投資有価証券売却損 - 1,039

投資有価証券評価損 41 1,587

事業再構築費用 - 584

為替換算調整勘定取崩額 - 98

特別損失合計 41 3,468

4,814 △32,418

2,868 130

△343 △177

△808 2,459

1,716 2,412

48 14

3,049 △34,845

経常利益又は損失（△）

営業総利益又は損失（△）

営業利益又は損失（△）

当期純利益又は損失（△）

税金等調整前四半期純利益又は損失（△）

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

少数株主利益又は損失（△）

過年度法人税等戻入額

法人税等合計
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(3)連結株主資本等変動計算書

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) （単位：百万円）
 

新株の発行
2,872 2,872 - - 5,744

剰余金の配当 - - △ 1,648 - △ 1,648

当期純利益又は損失（△） - - 3,049 - 3,049

自己株式の取得 - - - △0 0

- - - - -

- - - - - 5,744

- - - - - △ 1,648

- - - - - 3,049

自己株式の取得 - - - - - 0

△ 7,763 △ 69 △ 110 △ 7,943 43 △ 7,900

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) （単位：百万円）
 

新株の発行 - - - - -

剰余金の配当 - - △ 1,886 - △ 1,886

当期純利益又は損失（△） - - △ 34,845 - △ 34,845

自己株式の取得 - - - △1 △1

- - 0 - 0

- - - - -

- - - - - -

- - - - - △ 1,886

- - - - - △ 34,845

- - - - - △ 1

- - - - - 0

△ 3,581 205 △ 751 △ 4,127 △ 14 △ 4,141

株主資本合計

49,58224,293

115

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

7,144

△ 1,724

19,994

159

△ 415

55,917

2,872

23,471

1,400

6,503

純資産合計少数株主持分
繰延ヘッジ損益

56,727

6,297

連結会計期間中の変動額合計

平成20年 ３月 31日残高

2,872

27,166

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等

△ 7,763 △ 69

△ 1,724△ 52△ 205△ 1,466

△ 110 △ 7,943 43 △ 755

55,162159

20,599 5,103 △ 413

57 6,219

△0

△ 413

評価・換算差額等
合計

為替換算調整勘定

△ 135

資本剰余金 利益剰余金資本金 自己株式

23,471 6,503 △ 41327,166

- - △ 36,731 △1

55,162

純資産合計少数株主持分

評価・換算差額等

評価・換算差額等
合計

△ 52

△ 40,874

△ 5,047 - △ 804 △ 5,851 145 14,287

△ 4,127△ 3,581 205

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益

△ 1,466 △ 205

27,166 23,471 △ 30,227

株主資本

株主資本合計

56,727

△ 36,733

　連結会計年度中の変動額

新株の発行

剰余金の配当

連結範囲の変動及び持分法適用範囲の
変動

自己株式の取得

連結会計年度中の変動額合計

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額合計（純額）

平成21年 ３月 31日残高

　連結会計年度中の変動額

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額合計（純額）

株主資本

△ 14△ 751

為替換算調整勘定

平成19年 ３月 31日残高

連結会計年度中の変動額

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額合計（純額）

連結会計年度中の変動額合計

連結会計年度中の変動額

新株の発行

剰余金の配当

平成20年 ３月 31日残高

平成20年 ３月 31日残高

平成19年 ３月 31日残高

当期純利益又は損失（△）

 

平成21年 ３月 31日残高

平成20年 ３月 31日残高

 

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額合計（純額）

連結会計期間中の変動額合計

当期純利益又は損失（△）

連結範囲の変動及び持分法適用範囲の
変動
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連結財務諸表に関する注記事項 
 
（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．担保に供している資産 
   営業投資有価証券     1,200 百万円 
 
２．偶発債務 
  連結会社以外の会社の事業用借地の原状回復工

事履行保証に対する債務保証 
  ㈱イオン工学研究所       255  百万円

１．担保に供している資産 
  営業投資有価証券     1,200 百万円 
 
２．偶発債務 
  連結会社以外の会社の借入債務に対する債務保証
  ㈱生光会健康管理センター      50 百万円 
 

 
 

（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．営業収益の主要な項目及び金額  
営業投資有価証券売却高 14,547 百万円 
投資事業組合等運営報酬  2,508 百万円 
営業貸付金利息       278 百万円 

 
２．営業原価の主要な項目及び金額 
  営業投資有価証券売却原価  7,625 百万円 
  投資損失引当金繰入額     467 百万円 
  資金原価           147 百万円 
 
３．営業原価のうち営業投資有価証券に関する 

評価損          1,665 百万円 
 
４．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び 

金額は次のとおりであります。 
 給料諸手当        1,673 百万円 

   賞与引当金繰入額       94 百万円 
   役員賞与引当金繰入額     94 百万円 

退職給付費用         52 百万円 
   貸倒引当金繰入額       － 百万円 
   減価償却費          34 百万円 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．営業収益の主要な項目及び金額  
営業投資有価証券売却高  5,203 百万円 
投資事業組合等運営報酬  1,827 百万円 
営業貸付金利息       267 百万円 

 
２．営業原価の主要な項目及び金額 
  営業投資有価証券売却原価  20,092 百万円 
  投資損失引当金繰入額    7,615 百万円 
  資金原価           144 百万円 
 
３．営業原価のうち営業投資有価証券に関する 

評価損          15,069 百万円 
 
４．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び 

金額は次のとおりであります 
   給料諸手当        1,730 百万円 
   賞与引当金繰入額        7 百万円 
   役員賞与引当金繰入額     － 百万円 

退職給付費用         39 百万円 
   貸倒引当金繰入額     1,577 百万円 
   貸倒損失                  1,044 百万円 
 
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。

   
  減損を認識した遊休資産については物件単位でグル
ーピングし、減損損失の認識を行っています。なお、
当該資産の回収可能価格は正味売却価額により測定し
ており、第三者から入手した価額を合理的に算定した
価額として評価しております。 

 

用途 種類 場所 減損金額 

遊休資産 土地 北海道 1件 154 百万円 
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用途 種類 場所 減損金額 

― のれん 東京１件 28 百万円 

 
  減損を認識したのれんについては発生源泉単位でグ
ルーピングし、減損損失の認識を行っています。当連
結会計年度において発生源泉である資産を減損処理し
たため、のれんの帳簿価額を期末一括で減損処理し、
当期の損失としております。 

 
６．事業再構築費用 
  事業再生計画に基づく事業再構築に伴い発生した費
用を計上しております。また今後発生が見込まれる損
失について、合理的に見積もられる金額を引当金とし
て計上しております。 
事業再構築費用の内訳は次のとおりであります。 

 
  事業再構築アドバイザリー費用等  306 百万円 
  特別退職加算金等          99 百万円 
  本社及び支店移転等                 
  原状回復工事等                   93 百万円 

   固定資産除却等                   53 百万円 
  子会社移転等 
   原状回復工事等          10 百万円 
   固定資産除却等          19 百万円 
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（セグメント情報） 

 

1. 事業の種類別セグメント情報 

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

 投資事業の売上高、営業利益および資産の額の金額が、全セグメントの売上高の合計、営業利益お

よび資産の金額に占める割合がいずれも 90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しています。 

 

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

 投資事業の売上高、営業利益および資産の額の金額が、全セグメントの売上高の合計、営業利益お

よび資産の金額に占める割合がいずれも 90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しています。 
 

2. 所在地別セグメント情報         

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） 

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「本邦」の割合がい

ずれも 90%を超えているため､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） 

    

(注)1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.「その他」の区分に属する地域は、東南アジア、極東アジア、中国、アメリカ合衆国及びその周辺

地域などであります。 
 

3. 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）  （単位 百万円） 

 その他 計 

Ⅰ.  海 外 売 上 高 3,257 3,257 

Ⅱ.  連 結 売 上 高 － 20,051 

Ⅲ.  連結売上高に占める海外売上高の割合 16.2% 16.2% 

(注)1.国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。 

2.「その他」の区分に属する地域は、アメリカ、東南アジア、極東アジア等であります。 

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。 

4.会計方針の変更 

連結会社が管理運用する投資事業組合等及び他社が管理運用する投資事業組合等のうち、当社と決

算日が同一でない投資事業組合等への出資金に係る会計処理は、当連結会計年度から、連結決算日に

おける組合等の仮決算による財務諸表に基づいて計上する方法に変更いたしました。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較し、「その他」の海外売上高が 78 百万円減少しており

ます。 

なお、当該変更を当下期から行っております。当中間連結会計期間において当該変更を行っていた

場合、「その他」の海外売上高が 291 百万円増加いたします。 

 

 

日本 その他 計 消去又は全社 連結 
  

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

Ⅰ  売上高及び営業損益  

(1)外部顧客に対する売上高 7,406 1,088 8,494 - 8,494

(2)セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
166 246 412 △412 -

計 7,573 1,334 8,907 △412 8,494

営業費用 35,157 1,304 36,462 △280 36,181

営業利益又は営業損失（△） △27,584 29 △27,555 △131 △27,686

Ⅱ 資産 62,178 3,007 65,186 △3,013 62,172
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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）      （単位 百万円） 

 東南アジア その他 計 

Ⅰ.  海 外 売 上 高 1,276 969 2,245 

Ⅱ.  連 結 売 上 高 － － 8,494 

Ⅲ.  連結売上高に占める海外売上高の割合 15.0％ 11.4% 26.4% 

(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. 「東南アジア」の区分に属する地域は、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、 

ベトナムであり、「その他」の区分に属する地域は、極東アジア、ヨーロッパ、アメリカ合衆国等であります。 

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。 
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（有価証券関係） 

 

 

前連結会計年度(平成 20 年３月 31 日) 

1.売買目的有価証券       

 該当事項はありません。 

 

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                                  (単位 百万円) 

種  類 取 得 原 価        連 結 貸 借 対 照 表          

計 上 額          
差     額 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの) 

(1)株 式        

(2)債 券        

(3)そ の 他        

2,392

-

458

5,988 

- 

483 

3,596

-

24

   小 計      2,851 6,471 3,620

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) 

(1)株 式        

(2)債 券        

(3)そ の 他        

7,881

-

2,729

5,809 

- 

2,679 

△2,072

-

△49

  小 計      10,611 8,488 △2,122

合 計 13,462 14,960 1,498

 

 

4.前連結会計年度中に売却したその他有価証券  (単位 百万円) 

売 却 額       売却益の合計 売却損の合計 

14,379 9,384 249

 

 

5.時価評価されていない主な有価証券          (単位 百万円) 

 連 結 貸 借 対 照 表          

計 上 額          

その他有価証券 

     非上場株式 

     非上場債券 

     そ の 他 

 

52,271

2,073

4,938

合 計  59,283

 

 

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債券の今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 
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当連結会計年度(平成 21 年３月 31 日) 

1.売買目的有価証券      

 該当事項はありません。 

 

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                                (単位 百万円) 

種  類 取 得 原 価        連 結 貸 借 対 照 表          

計 上 額          
差     額 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの) 

(1)株 式        

(2)債 券        

(3)そ の 他        

147

-

2

253 

- 

3 

106

-

0

   小 計      149 257 107

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) 

(1)株 式        

(2)債 券        

(3)そ の 他        

4,525

-

911

3,188 

- 

765 

△1,337

-

△146

  小 計      5,436 3,953 △1,483

合 計 5,586 4,210 △1,375

 

 

4.当連結会計年度中に売却したその他有価証券  (単位 百万円) 

売 却 額       売却益の合計 売却損の合計 

5,132 1,502 1,282

 

 

5.時価評価されていない主な有価証券         (単位 百万円) 

 連 結 貸 借 対 照 表          

計 上 額          

その他有価証券 

     非上場株式 

     非上場債券 

     そ の 他 

44,479

1,501

3,829

合 計  49,811

 

 

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債券の今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 
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（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） 

1 株当たり純資産額 466.61 円 1 株当たり純資産額 119.98 円

1 株当たり当期純利益金額  26.49 円 1 株当たり当期純損失金額 295.62 円

潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額 

25.09 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金については、１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。 

（注）1 株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後 1 株当たり当

期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 前連結会計年度 

（自 平成 19 年３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 株当たり当期純利益又は当期純損失金額 

 当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 

3,049 △ 34,845

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）（百万円） 

3,049 △ 34,845

 期中平均株式数（千株） 115,087 117,875

 

潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益又は

当期純損失金額 

 当期純利益調整額（百万円） － －

 （うち支払利息（税額相当額控除後）） （－） （－）

 普通株式増加額（千株） 6,437 6,437

 （うち新株予約権付社債） （6,437） （6,437）

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 

－ －

 

（その他の注記事項） 

「リース取引」、「関連当事者との取引」、「税効果会計」、「退職給付」に関する注記事項に

ついては、決算短信における開示の必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。 

また、「ストック・オプション等」、「企業結合等」、「重要な後発事象」に関する注記事項に

ついては、該当事項はありません。 
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事業部門別営業収益及び営業総利益の内訳

営業の状況

（単位：百万円）

営業収益 百分比 営業原価 営業総利益

% 
2,508 12.5 2 2,506

16,535 82.5 8,632 7,902
327 1.6 14 313

19,371 96.6 8,649 10,721

% 
278 1.4 147 130
253 1.3 227 26
149 0.7 148 0

680 3.4 523 157
20,051 100.0 9,172 10,879

（単位：百万円）

営業収益 百分比 営業原価 営業総利益

% 
1,827 21.5 - 1,827
6,018 70.9 28,217 △ 22,199

237 2.8 18 219

8,083 95.2 28,235 △ 20,152

% 
267 3.1 144 122
106 1.3 97 9
37 0.4 5 31

411 4.8 247 163
8,494 100.0 28,483 △ 19,988

(注) 上記金額には、消費税等は含めておりません。

　　　　　　　　　期　　別

　　科　　目

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 部 門
投資事業組合等管理業務

金 融 部 門

投 資 業 務
コンサルティング業務他

小 計

そ の 他 の 金 融 業 務

融 資 業 務
リ ー ス ・ 割 賦 業 務

　　　　　　　　　期　　別

　　科　　目

合 計
小 計

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 部 門
投資事業組合等管理業務
投 資 業 務
コンサルティング業務他

金 融 部 門
融 資 業 務

合 計

そ の 他 の 金 融 業 務

小 計

リ ー ス ・ 割 賦 業 務

小 計
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（参考情報）営業の状況 
 

(１) 投資実績の状況（自己勘定分及びファンド勘定分）  

当社グループによる自己勘定並びに当社グループが運営の任にある、または運営の為に必要な情報の提供

を行っているファンドによる投資実行額及び投資残高の合計は以下のとおりであります。 

① 投資実行額 

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 

会社数 金額 会社数 金額 

                    

          期別 

 

  区分 

社 百万円 社 百万円

ベンチャーキャピタル(VC)

投資 
189 18,932 108 10,429

自己勘定分 135 8,505 55 3,557 

ファンド分 157 10,427 86 6,872

VC投資以外のPE投資等 30 5,017 24 4,617

投資実行額合計 219 23,950 132 15,046

 
 

投資残高 

前連結会計年度末 

(平成20年3月31日現在) 

当連結会計年度末 

(平成21年3月31日現在) 

会社数 金額 会社数 金額 

                    

          期別 

 

  区分 

社 百万円 社 百万円

ベンチャーキャピタル(VC)

投資 
817 68,798 731 60,851

自己勘定分 593 33,317 489 25,911 

ファンド分 596 35,481 558 34,939

VC投資以外のPE投資等 61 20,698 67 15,620

投資残高合計 878 89,497 798 76,472

 
(注)     1.投資残高のうち、海外子会社が運用し、当社グループでファンドの管理事務を行っていない外貨建による投資は各連結会計

年度末日現在の為替レートを乗じて計算した金額を記載しております。 

2.自己勘定分には、当社グループが運営するファンドへの当社出資持分は含まれておりません。 

3.当社グループが運営する会社型ファンドへの出資分、及び、当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するフ

ァンドへの出資分は含まれておりません。 

4.自己勘定とファンドから同一会社に並行投資をしている場合には、それぞれを 1 社とカウントしており、重複があるため、社

数の合計値とは一致しません。 

5.MBO 等のバイアウト投資、事業再生投資やセカンダリー投資等のベンチャーキャピタル（VC）投資以外の手法による投資を｢VC

投資以外の PE（プライベートエクイティ）投資等｣として記載しております。 

6.セカンダリー投資における会社数については、その投資形態(個別企業単位での投資、ファンドユニットへの投資等)に関わら

ず、1取引を 1社としてカウントしております。 
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③ ベンチャーキャピタル(ＶＣ)投資実績の内訳 

ＶＣ投資実行額 

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 

会社数 金額 会社数 金額 

 

          期別 

 

  区分 

社 百万円 社 百万円

国別 

日本 123 8,573 60 4,302

アメリカ 20 2,431 17 902

台湾 7 1,021 2 126

香港 2 145 1 55

韓国 7 1,190 7 1,831

中国 13 2,833 12 1,902

北東アジア 

小計 29 5,191 22 3,914

シンガポール 2 331 2 385

マレーシア 2 484 2 77

タイ 3 325 1 115

インドネシア 2 405 2 438

 

東南アジア 

ベトナム 7 826 2 291

 

 

 

 小計 16 2,373 9 1,309

 その他 1 362 - -

証券種類別 

株式 179 17,024 97 8,590

社債 11 1,229 13 1,513 

その他 8 678 4 325

業種別 

ＱＯＬ関連 47 3,608 28 2,376

ＩＴ･インターネット関連 74 8,417 41 4,183

素材･化学関連 11 1,550 4 371

機械･自動車関連 10 874 7 993

消費財関連 7 733 3 339

建設･不動産関連 5 208 3 360

小売･外食関連 4 119 2 77

サービス関連 18 1,365 12 1,155

金融関連 7 1,182 2 218

 

その他 6 872 6 353

ＶＣ投資実行額合計 189 18,932 108 10,429
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VC 投資残高 

前連結会計年度末 

(平成20年3月31日現在) 

当連結会計年度末 

(平成21年3月31日現在) 

会社数 金額 会社数 金額 

 

          期別 

 

  区分 

社 百万円 社 百万円

国別 

日本 595 38,362 507 28,801

アメリカ 82 10,627 83 9,973

台湾 39 2,846 28 2,458

香港 5 823 5 712

韓国 30 4,699 31 5,438

中国 29 5,211 35 6,476

北東アジア 

小計 103 13,580 99 15,086

シンガポール 6 1,244 8 1,825

マレーシア 4 669 6 734

タイ 13 1,446 11 1,234

インドネシア 2 472 3 911

ベトナム 7 1,842 9 1,741

上記以外 1 140 1 140

 

東南アジア 

 

小計 33 5,815 38 6,587

 その他 4 412 4 401

証券種類別 

株式 778 64,586 696 55,919

社債 55 3,316 51 3,969 

その他 30 895 28 961

業種別 

ＱＯＬ関連 169 16,341 161 15,640

ＩＴ･インターネット関連 319 23,751 285 22,352

素材･化学関連 31 2,644 29 2,929

機械･自動車関連 51 3,510 43 3,756

消費財関連 25 1,882 22 1,679

建設･不動産関連 33 7,069 26 1,168

小売･外食関連 44 3,163 34 2,619

サービス関連 103 4,485 87 4,909

金融関連 27 4,520 25 4,137

 

その他 15 1,428 19 1,657

VC投資残高合計 817 68,798 731 60,851

 
(注)  1.投資残高のうち海外子会社が運用し、当社グループでファンドの管理事務を行っていない外貨建による投資は各連結会計年度

末日現在の為替レートを乗じて計算した金額を記載しております。 

2.自己勘定分には、当社グループが運営するファンドへの当社出資持分は含まれておりません。 

3.当社グループ運営する会社型ファンドへの出資分、及び、当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するファ

ンドへの出資分は含まれておりません。 

4.自己勘定とファンドから同一会社に並行投資をしている場合には、それぞれを 1 社とカウントしており重複があるため、社数

の合計値とは一致しません。 

5.｢VC 投資以外の PE（プライベートエクイティ）投資等｣は含んでおりません。 

6.国別区分における「その他」には、スウェーデン・イギリスの会社に対する社数及び投資金額を記載しております。 

7.証券種類別においては、同一会社の複数の証券種類に出資している場合、それぞれを１社としてカウントしており、重複があ
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るため、社数の合計値とは一致しません。 

8.業種別の表記方法を当期より変更しております。これまでは「金融関連」を「その他」に含めて記載しておりましたが、金融

関連の会社に対する社数及び投資金額を記載しております。 

9.QOL 関連とは、人間の「Quality of Life」を高める事業分野として当社が重点投資分野としている、バイオ、医療機器、医薬

品、環境、福祉・介護など。 

 

 

(２) 新規上場(IPO)の状況（自己勘定分及びファンド勘定分） 

 

① 新規上場社数の状況 

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 

国 内 19 社 6 社 

海 外 9 社 6 社 

合 計 28 社 12 社 

（注）上記には、投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、前連結会計年度において国内 2 社、当連結会

計年度において国内 1社、海外 2 社含まれております。 

 

② 初値倍率の状況 

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 

国 内 2.6 倍 3.5 倍 

海 外 6.2 倍 0.9 倍 

平 均  3.8 倍 1.9 倍 

（注）初値倍率＝初値時価総額の合計／取得額の合計。なお、初値倍率の計算には株式交換等による上場株式取得分は含めておりませ

ん。 
 
③新規上場した投資先企業 

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

投資先企業名 
上場 

年月日 
上場市場 事業内容 

本社 

所在地 

Userjoy Technology Co., Ltd. 
平成 20 年 
4 月 18 日 

台湾店頭 
オンラインゲーム開発運営及びゲー 
ムソフト開発 

台湾 

プライムワークス株式会社 
平成 20 年 
5 月 23 日 

東証マザーズ 
携帯電話、インターネット向けのコン
テンツ、ソフトウェア、サービスの開
発 

東京都 

株式会社イデアインターナシ
ョナル 

平成 20 年 
7 月 28 日 

大証ヘラクレス
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 

株式会社データホライゾン 
平成 20 年 
9 月 19 日 

東証マザーズ 
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 

Niching Industrial Corp., Ltd 
平成 20 年 
9 月 26 日 

台湾店頭 半導体、液晶関連材料専門商社 台湾 

株式会社リニカル 
平成20年
10月27日 

東証マザーズ 医薬品開発受託事業 大阪府 

株式会社クロス・マーケティン
グ 

平成20年
10月28日 

東証マザーズ 
インターネットを用いた市場調査活
動及びそれに付随する分析・集計業務 

東京都 

Fibon Berhad 
平成20年
12月18日 

MESDAQ 
インスレーター（電気絶縁体）の開
発・製造・販売 

マレーシア

T.H.I. GROUP Ltd. 
平成21年 
3月31日 

台湾店頭 
海運・航空フレイトフォーワーディン
グサービス 

台湾 

（注）上記の他に投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が国内 1 社、海外 2社あります。 
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なお、当会計年度末日以降から発表日現在までに新規に上場した投資先企業は以下のとおりであります。    

投資先企業名 
上場 

年月日 
上場市場 事業内容 

本社 

所在地 

Kolon Life Science Inc. 
平成 21 年 
4 月 7 日 

KOSDAQ 細胞治療薬の開発 韓国 

 

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） 

投資先企業名 
上場 
年月日 

上場市場 事業内容 
本社 
所在地 

株式会社エイチアイ 
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－ト及び 3D コンテ 
ンツの企画・制作 

東京都 

株式会社タケエイ 
平成 19 年 
5 月 30 日 

東証マザーズ 
建設廃棄物等の再資源化を中心とし 
た環境ソリューション事業 

神奈川県 

株式会社タカギセイコー 
平成 19 年 
6 月 8 日 

JASDAQ 
プラスチック製品及びその製作に使 
用する金型の製造・販売等 

富山県 

株式会社きちり 
平成 19 年 
7 月 6 日 

大証ヘラクレス
飲食店「KICHIRI」等の運営 

大阪府 

株式会社フルスピード 
平成 19 年 
8 月 2 日 

東証マザーズ 
SEO コンサルティング事業及びイン 
ターネット広告代理業等 

東京都 

株式会社シーズメン 
平成 19 年 
8 月 7 日 

大証ヘラクレス
カジュアルウェア及び雑貨等の小売 
事業 

東京都 

DataVan International Corp. 
平成 19 年 
8 月 7 日 

台湾店頭 
POS Terminal や周辺機器のデザイン 
及び製造 

台湾 

WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. 
平成 19 年 
8 月 9 日 

ニューヨーク 
創薬及びバイオテクノロジーに関す 
る研究開発 

中国 

株式会社ジーエヌアイ 
平成 19 年 
8 月 31 日 

東証マザーズ 
医薬品の研究・開発 

東京都 

株式会社オストジャパングループ 
平成 19 年 
9 月 10 日 

札証アンビシャス
調剤薬局・福祉施設の運営、化粧品 
開発製造・健康食品原料等の受託開 
発 

北海道 

Biotoxtech Co., Ltd. 
平成 19 年 
9 月 21 日 

KOSDAQ 
医薬・食品・化学品の非臨床検査受 
託サービス 

韓国 

Ways Technical Corp., Ltd. 
平成 19 年 
10 月 17 日

台湾店頭 
プラスチック、金属の表面加工事業 

台湾 

株式会社ナチュラム 
平成 19 年 
10 月 19 日

大証ヘラクレス
釣具、アウトドア用品等のインター 
ネット通信販売事業等 

大阪府 

Taihan Precision Technology 
 Co., Ltd. 

平成 19 年 
11 月 2 日 

台湾店頭 
金型の設計と製造、プラスチック射 
出成形、組立加工等 

台湾 

株式会社桧家住宅 
平成 19 年 
11 月 15 日

名証 2部 
木造注文住宅建築の請負、設計、施 
工及び監理等 

埼玉県 

株式会社ウェブマネー 
平成 19 年 
12 月 6 日 

NEO 
電子商取引に関する決済機能を有し 
たサーバー管理型電子マネー 
「WebMoney」の販売 

東京都 

ChinaEdu Corporation 
平成 19 年 
12 月 11 日

NASDAQ 
オンライン教育サービス事業プロバ 
イダー 

香港 

株式会社ジャパン・ティッシュ・ 
エンジニアリング 

平成 19 年 
12 月 21 日

NEO 
自家培養表皮、自家培養軟骨及び自 
家培養角膜上皮を中心とした再生医 
療製品事業及び研究開発支援事業 

愛知県 

Samya Technology Co., Ltd. 
平成 20 年 
1 月 28 日 

台湾店頭 
携帯電話バッテリー、リチウムイオ 
ン二次電池用充電器の製造・販売 

台湾 

An Pha S.G Petrol Joint  
Stock Company 

平成 20 年 
2 月 15 日 

ホーチミン 
LPG ガスの輸入販売 

ベトナム 

株式会社インサイト 
平成 20 年 
2 月 20 日 

札証アンビシャス
広告代理業（広告・販促企画の製作 
と総合プロデュース） 

北海道 

Gamma Optical Co., Ltd. 
平成 20 年 
2 月 27 日 

台湾 
TFT-LCD 用光学フィルムの製造・販 
売 

台湾 

ナノキャリア株式会社 
平成 20 年 
3 月 5 日 

東証マザーズ 
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 

株式会社エス・エム・エス 
平成 20 年 
3 月 13 日 

東証マザーズ 
インターネットを利用した介護・医 
療業界向けの人材紹介・求人広告事 
業等 

東京都 

アクセルマーク株式会社 
平成 20 年 
3 月 18 日 

東証マザーズ 
携帯電話向けコンテンツの配信及び 
モバイル・インターネット広告の企 
画・制作・販売 

東京都 

カルナバイオサイエンス株式会社 
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 
いた創薬支援事業及び創薬事業 

兵庫県 

（注）1.上記の他に投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が国内 2 社あります。 
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2.株式会社タケエイの現在の本社所在地は東京都です。 

3.株式会社ナチュラムの現在の社名は、ミネルヴァ・ホールディングス株式会社です。 

 

 

（３） ファンド設立の状況 
 
 
①当社グループが運営の任にあたる、または運営のために必要な情報の提供を行なうファンド 

 
前連結会計年度末 

(平成20年 3月 31日現在)

当連結会計年度末 

(平成 21 年 3 月 31 日現在)

ファンド総額(百万円) 

(うち Debt ファンド） 

147,887 

（39,087） 

124,098

（15,595）

ファンド数 

(うち Debt ファンド) 

68 

(１) 

63

(1) 

(注)有価証券などを投資対象とする長期クローズドエンド型のプライベートエクイティファンドと性質が異なるため、オープンエ

ンド型の Debt ファンド分を内書きで記載しております。 

 

①に含めない延長期間中のファンド 

 
前連結会計年度末 

(平成 20年 3月 31日現在)

当連結会計年度末 

(平成 21年 3月 31日現在)

ファンド総額(百万円) 17,880 4,785 

ファンド数 8 5 

(注)延長期間中のファンドとは、満期を迎えた後に清算期間に入っているファンド、または組合員の合意により延長期間

に入っているファンドであります。 

 
 

②新規設立または運用資産が増加したファンド 
 

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） 

新規設立 運用資産増加 

ファンド総額(百万円) 9,075 
ファンドの増加額(百万円) 

（うちDebtファンド） 

10,490   

(8,308) 

ファンド数 7 
ファンド数 

（うち Debt ファンド） 

5 

(1) 

 

 

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） 

新規設立 運用資産増加 

ファンド総額(百万円) 10,742 
ファンドの増加額(百万円) 

(うちDebtファンド) 

884 

(-) 

ファンド数 6 
ファンド数 

(うち Debt ファンド) 

1 

(-) 
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③新規に設立したファンド 

ファンド名称 設立日 ファンド総額 

九州・リレーションシップ 1号投資事業有限責任組合 平成 20 年 7月 1日 3,000 百万円

ＪＰＥ・プライベートエクイティ３号投資事業有限責任組合 平成 20 年 8月 1日 2,520 百万円

アグリ・エコサポート投資事業有限責任組合 平成 20 年 8月 5日 2,100 百万円

JAIC-IDI ASIAN ENERGY FUND, L.P. 平成 20 年 10 月 10 日 10 百万ドル

フューチャー第 1号私募投資専門会社 平成 21 年 3月 19 日 
10,000 百万

ウォン

JAIC China Growth Fund 平成 21 年 3月 18 日 100 百万人民元

 

なお、当会計年度末日以降から発表日現在までに新規に設立したファンドは以下のとおりであります。    

ファンド名称 設立日 ファンド総額 

JAIC－事業再生 2号投資事業有限責任組合 平成 21 年 4月 30 日 2,400 百万円 

 

④当連結会計期間末日以降 3年以内において満期を迎えるファンド 

 平成 22 年 3月期 

自 平成 21 年 4月 1 日 

至 平成 22 年 3月 31 日

平成 23 年 3月期 

自 平成 22 年 4月 1 日 

至 平成 23 年 3月 31 日

平成 24 年 3月期 

自 平成 23 年 4月 1 日 

至 平成 24 年 3月 31 日 

ファンド総額(百万円) 5,241 18,147 25,047 

ファンド数 5 10 12 

 

 

（注）上記①から④の各表について 

1.  外貨建によるファンドは各会計期間末日及び年度末日現在の為替レートを乗じて計算した金額を記

載しております。従って、運用資産の増減額には為替による影響額も含まれております。 

2. ファンド総額につきましては、コミットメントベースの金額を記載しております。 
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