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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 12,430 △31.0 △2,400 ― △1,972 ― △1,103 ―
21年3月期第3四半期 18,009 ― △992 ― △582 ― △851 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 △24.86 ―
21年3月期第3四半期 △18.88 ―

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

22年3月期第3四半期 133,241 90,276 67.5 2,027.85
21年3月期 140,473 91,713 65.1 2,060.14

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  89,975百万円 21年3月期  91,409百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 50.00 50.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― ―

3.  平成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） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 当社はその事業特性から国内・海外の株式市場並びに新規上場市場の影響を強く受け、収益水準の振幅が大きくなるため、業績予想を合理的に行うこ
とは困難であります。従って業績予想は行わず、四半期決算の迅速な開示をすることとしております。 
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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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 48,294,336株 21年3月期  48,294,336株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,924,617株 21年3月期  3,923,836株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 44,370,047株 21年3月期第3四半期 45,104,622株
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 当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高12,430百万円（前年通期21,432百万円）、経常損失1,972百万

円（前年通期経常損失8,648百万円）、四半期純損失1,103百万円（前年通期純損失16,965百万円）となりました。

  

（投資実行の状況） 

 当第３四半期連結累計期間の当社グループ及び投資事業組合の投資実行額及び投資会社数は、13,537百万円で92

社（前年通期33,290百万円・127社）となりました。詳細は13ページに記載のとおりであります。 

  

（キャピタルゲインと新規上場の状況） 

 営業投資有価証券売上高7,241百万円（前年通期12,434百万円）のうち、配当金及び債券利子を除く株式等売却

高は6,870百万円（前年通期11,944百万円）であります。これに伴うキャピタルゲインは、上場株式の売却による

ものが2,534百万円（前年通期988百万円）、上場株式以外によるものが△4,771百万円（前年通期△932百万円）

で、結果、△2,237百万円（前年通期55百万円）となりました。 

 上場株式以外によるキャピタルゲイン△4,771百万円の内訳は、買収・トレードセール等による売却益201百万

円・売却損4,972百万円であります。 

 また、当社グループ及び投資事業組合の投資先からの新規上場会社数は、国内４社、海外１社（前年通期国内９

社、海外５社）となりました。詳細は14～15ページに記載のとおりであります。 

 なお、営業投資有価証券売上原価10,151百万円（前年通期12,847百万円）に含まれる強制評価損は1,043百万円

（前年通期958百万円）であり、そのうち、未上場営業投資有価証券の強制評価損は464百万円（前年通期873百万

円）であります。   

  

  

（投資残高の状況） 

 時価のある営業投資有価証券の「取得原価と時価の差額」は、1,588百万円（前期末△451百万円）であり、時価

が取得原価を超えるものが3,897百万円（前期末3,727百万円）、時価が取得原価を超えないものが2,308百万円

（前期末4,178百万円）であります。 

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

ております。当第３四半期連結累計期間の評価損計上額は、△1,868百万円（前年通期1,709百万円）となりまし

た。 

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

89,805百万円（前期末93,218百万円）となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間(A) 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日)

前連結会計年度(B) 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

対前期比(％) 
[(A)/3×4]/(B) 

 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

営業投資有価証券 
売上高 

 7,241  12,434  77.6  10,726

 売却高  （①）  6,870  11,944  76.7  10,295

 配当金・債券利子  370  489  100.9  430

営業投資有価証券 
売上原価 

 10,151  12,847  105.4  9,033

 売却原価（②）  9,107  11,888  102.1  8,493

 強制評価損  1,043  958  145.2  540

キャピタルゲイン(①－②)  △2,237  55  －  1,802
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（投資損失引当金の状況） 

 営業投資有価証券の損失に備えるため、投資先会社の実情を勘案の上、その損失見積額を計上しております。 

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

かった未上場残高に対しても一定の一括引当を行うこととしております。なお、新規上場市場の悪化等を考慮し、

前連結会計年度において一括引当を５％から10％に引き上げております。 

 当第３四半期連結累計期間の個別引当による繰入は、7,325百万円（前年通期12,268百万円）、一括引当による

繰入（△は取崩）は△61百万円（前年通期1,702百万円）で、合計7,264百万円（前年通期13,970百万円）の繰入と

なりました。 

 一方、個別引当について、引当銘柄の売却や強制評価損等により5,025百万円（前年通期4,894百万円）を取崩し

た結果、投資損失引当金繰入額（純額）は、2,239百万円（前年通期9,075百万円）となり、当第３四半期連結会計

期間末の投資損失引当金残高は、32,290百万円（前期末30,094百万円）、営業投資有価証券未上場残高に対する引

当率は39.8％（前期末35.9％）となりました。 

（注） 前第３四半期における一括引当率は、５％となっております。 

（注） 前第３四半期における一括引当率は、５％となっております。 

  

時価のある営業投資有価証券の取得原価と時価の差額 （単位：百万円）

  
当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 

（平成21年３月31日） 
 

前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成20年12月31日） 

時価のある営業投資有価証券の取得
原価と時価の差額 

 1,588  △451   △576

 時価が取得原価を超えるもの  3,897  3,727   3,663

 時価が取得原価を超えないもの  △2,308  △4,178   △4,239

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損 （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日)

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

部分純資産直入法に基づく営業投資
有価証券評価損(△戻入益) 

 △1,868  1,709   1,772

  （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間(A） 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日)

前連結会計年度(B) 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

対前期比(％)
[(A)/3×4]/(B) 

 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

投資損失引当金繰入額
（①） 

 7,264  13,970  69.3   6,986

 個別繰入額  7,325  12,268  79.6   7,074

 一括繰入(△取崩)額  △61  1,702  －   △88

投資損失引当金取崩額
（②） 

 5,025  4,894  136.9   3,919

投資損失引当金繰入額
（純額）（①－②） 

 2,239  9,075  32.9   3,066

  （単位：百万円）

  
当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末  

（平成21年３月31日） 
 

前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成20年12月31日） 

投資損失引当金残高  32,290  30,094   24,050

営業投資有価証券未上場残高に 
対する引当率 

％ 39.8 ％ 35.9  ％ 28.5
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（投資事業組合の管理運営業務） 

 当第３四半期連結累計期間の投資事業組合の管理運営業務による収入は、5,064百万円（前年通期8,770百万円）

で、その内訳は以下のとおりであります。 

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

  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、流動資産は93,112百万円（前期末105,063百万円）、固定

資産は40,129百万円（前期末35,409百万円）で、資産合計は133,241百万円（前期末140,473百万円）となりまし

た。 

 負債につきましては、流動負債は24,365百万円（前期末24,933百万円）、固定負債は18,599百万円（前期末

23,826百万円）で、負債合計42,964百万円（前期末48,760百万円）となりました。 

 純資産につきましては、90,276百万円（前期末91,713百万円）となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、3,213百万円のキャッシュインフロー（前

年通期3,949百万円のキャッシュインフロー）となりました。これは主に営業投資有価証券の回収を進めたことに

よるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、38百万円のキャッシュインフロー（前年通期382百万円のキャッシュア

ウトフロー）となりました。これは主に投資有価証券の売却等によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、9,901百万円のキャッシュアウトフロー（前年通期2,675百万円のキャッ

シュインフロー）となりました。これは主に借入金の返済によるものであります。 

 これらの結果、現金及び現金同等物は7,252百万円減少し、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末

残高は29,361百万円（前期末36,613百万円）となりました。 

  

  （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間(A） 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日)

前連結会計年度(B） 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

対前期比(％)
[(A)/3×4]/(B) 

 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

投資事業組合管理収入  5,064  8,770  77.0   7,100

 管理報酬  4,726  6,721  93.8   5,051

 成功報酬  338  2,049  22.0   2,049

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 当社はその事業特性から国内・海外の株式市場並びに新規上場市場の影響を強く受け、収益水準の振幅が大きく

なるため、業績予想を合理的に行うことは困難であります。従って業績予想は行わず、四半期決算の迅速な開示を

することとしております。 

  

 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の算定に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があ

るか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によってお

ります。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。   

  

在外連結子会社等の収益及び費用の換算方法の変更 

 在外連結子会社等の収益及び費用は、従来は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりました

が、為替相場の一時的な変動による期間損益への影響を平均化し、会計期間を通じて発生する損益をより適切

に連結財務諸表に反映させるため、第１四半期連結会計期間より、期中平均相場により換算する方法に変更し

ております。 

 この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

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

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,642 26,369

営業投資有価証券 89,805 93,218

投資損失引当金 △32,290 △30,094

有価証券 10,718 10,244

繰延税金資産 4,781 3,062

その他 1,588 2,398

貸倒引当金 △135 △135

流動資産合計 93,112 105,063

固定資産   

有形固定資産 274 338

無形固定資産 159 186

投資その他の資産   

投資有価証券 38,431 33,629

出資金 32 38

長期貸付金 182 172

繰延税金資産 123 123

その他 925 920

投資その他の資産合計 39,695 34,884

固定資産合計 40,129 35,409

資産合計 133,241 140,473
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 4,000 4,000

1年内返済予定の長期借入金 18,214 18,670

未払法人税等 155 88

繰延税金負債 － 167

賞与引当金 145 340

その他 1,849 1,665

流動負債合計 24,365 24,933

固定負債   

長期借入金 12,615 19,848

繰延税金負債 5,331 3,289

退職給付引当金 571 566

その他 80 122

固定負債合計 18,599 23,826

負債合計 42,964 48,760

純資産の部   

株主資本   

資本金 33,251 33,251

資本剰余金 32,806 32,806

利益剰余金 36,555 39,877

自己株式 △20,073 △20,071

株主資本合計 82,539 85,862

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,744 7,228

為替換算調整勘定 △2,309 △1,681

評価・換算差額等合計 7,435 5,546

新株予約権 253 253

少数株主持分 48 50

純資産合計 90,276 91,713

負債純資産合計 133,241 140,473
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

営業投資有価証券売上高 10,726 7,241

投資事業組合管理収入 7,100 5,064

その他の売上高 182 124

売上高合計 18,009 12,430

売上原価   

営業投資有価証券売上原価 9,033 10,151

その他の原価 576 203

売上原価合計 9,610 10,355

売上総利益 8,399 2,075

投資損失引当金繰入額（△戻入額） 3,066 2,239

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損
（△戻入益）

1,772 △1,868

差引売上総利益 3,560 1,703

販売費及び一般管理費 4,553 4,104

営業損失（△） △992 △2,400

営業外収益   

受取利息 169 25

受取配当金 978 940

投資有価証券評価損戻入益 24 －

雑収入 50 133

営業外収益合計 1,223 1,099

営業外費用   

支払利息 388 446

為替差損 393 216

雑損失 31 7

営業外費用合計 813 670

経常損失（△） △582 △1,972

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 12 6

会員権売却益 0 －

特別利益合計 14 6

特別損失   

固定資産除却損 0 0

固定資産売却損 － 0

投資有価証券評価損 1,321 36

事業再構築費用 － 409

特別損失合計 1,321 446

税金等調整前四半期純損失（△） △1,889 △2,412

法人税、住民税及び事業税 1,077 336

法人税等調整額 △2,123 △1,637

法人税等合計 △1,045 △1,301

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △8

四半期純損失（△） △851 △1,103
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △1,889 △2,412

減価償却費 170 125

投資損失引当金の増減額（△は減少） 3,066 2,239

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 187 △195

役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） △171 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15 5

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価
損（△は戻入益）

1,772 △1,868

投資有価証券評価損（△は戻入益） △24 －

投資有価証券評価損（特別損失） 1,321 36

固定資産売却損益（△は益） △0 0

会員権売却損益（△は益） △0 －

固定資産除却損 0 0

受取利息及び受取配当金 △1,148 △966

支払利息 388 446

為替差損益（△は益） 778 376

投資有価証券売却損益（△は益） △12 △6

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △3,024 4,420

未収消費税等の増減額（△は増加） 27 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 170 △190

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,864 776

その他の流動負債の増減額（△は減少） △403 406

その他 △337 △227

小計 5,783 2,967

利息及び配当金の受取額 1,149 966

利息の支払額 △377 △456

法人税等の支払額 △4,997 △263

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,557 3,213

投資活動によるキャッシュ・フロー   

短期貸付けによる支出 △11 －

短期貸付金の回収による収入 － 12

有形固定資産の取得による支出 △42 △17

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △50 △23

投資有価証券の取得による支出 △289 △5

投資有価証券の売却等による収入 23 123

長期貸付けによる支出 △51 △20

長期貸付金の回収による収入 17 10

投資その他の資産の増加に伴う支出 △47 △55

投資その他の資産の減少に伴う収入 43 27

その他の固定負債の増加に伴う収入 12 －

その他の固定負債の減少に伴う支出 － △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △393 38
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（単位：百万円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,000 －

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 4,000 －

長期借入れによる収入 23,800 7,600

長期借入金の返済による支出 △11,481 △15,288

配当金の支払額 △2,332 △2,210

自己株式の取得による支出 △10,001 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,985 △9,901

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,044 △602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,104 △7,252

現金及び現金同等物の期首残高 30,574 36,613

現金及び現金同等物の四半期末残高 38,678 29,361
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

事業再構築費用は主に、キャリアアップ特別支援措置の実施に伴う退職功労加算金であります。 

  

（７）有価証券に関する注記 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）四半期連結損益計算書に関する注記

その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

  種類 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

取得原価 
連結貸借 
対照表 
計上額 

差額 取得原価 
連結貸借 
対照表 
計上額 

差額 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

営業投資有価証券に
属するもの 

  

(1）株式  1,850  5,747  3,897  1,889  5,616  3,727

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  1,850  5,747  3,897  1,889  5,616  3,727

投資有価証券に属す
るもの 

  

(1）株式  13,284  28,907  15,622  12,263  22,968  10,704

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  13,284  28,907  15,622  12,263  22,968  10,704

合計  15,134  34,654  19,519  14,153  28,585  14,431

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

営業投資有価証券に
属するもの 

  

(1）株式  5,280  2,971  △2,308  7,893  3,714  △4,178

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  5,280  2,971  △2,308  7,893  3,714  △4,178

投資有価証券に属す
るもの 

  

(1）株式  24  23  △1  1,040  1,039  △1

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  24  23  △1  1,040  1,039  △1

合計  5,305  2,995  △2,309  8,933  4,754  △4,179

総計  20,440  37,649  17,209  23,086  33,339  10,252
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【投資実行額及び新規上場（ＩＰＯ）の状況】 

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

２．「ベンチャーキャピタルファンド等への出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する未上場株式等を対

象とする投資ファンドに対する出資であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。 

３．外貨建の投資実行額については、前連結会計年度及び前第３四半期連結累計期間は、それぞれの連結累計期

間の投資実行額をそれぞれの決算期末為替レートで換算しておりましたが、当連結会計年度より、連結四半

期会計期間ごとにそれぞれの四半期末為替レートで換算した額を合計することとしております。 

４．投資先会社に「エクイティ」と「社債」で投資している場合、「社数」欄の「小計」及び「合計」は１社と

して計算しております。 

時価のない主な有価証券の内容 （単位：百万円）

  

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券     

営業投資有価証券に属するもの     

非上場株式  66,958  68,940

非上場内国・外国債券  829  767

その他  13,297  14,178

有価証券に属するもの     

受益証券  5,764  3,510

譲渡性預金  4,954  6,734

投資有価証券に属するもの     

非上場株式  9,400  9,443

その他  －  78

６．その他の情報

(1）投資実行額 （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日)

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

対前期比(％) 
[(A)/3×4]/

(B) 

 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

金額(A) 社数 金額(B) 社数  金額 社数 

エクイティ   

  （日本）  8,368  46  21,982  65  50.8  19,606  50

  （米国）  2,397  18  7,410  24  43.1  6,380  20

  （ヨーロッパ）  －  －  －  －  －  －  －

  （アジア）  2,269  13  3,153  17  96.0  2,150  12

社債  －  －  －  －  －  －  －

小計  13,035  77  32,546  106  53.4  28,137  82

ベンチャーキャピタル
ファンド等への出資 

 502  15  743  21  90.0  646  17

合計  13,537  92  33,290  127  54.2  28,783  99
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(2）新規上場（ＩＰＯ）の状況 

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

  

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

  

  

(3）新規上場（ＩＰＯ）投資先会社一覧 

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

（国内） （単位：百万円）

   

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日) 

社数（社）  4  9  9

投資額①  479  3,637  3,637

初値評価額②  377  3,296  3,296

倍率②／①（倍）  0.8  0.9  0.9

（海外） （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日) 

社数（社）  1  5  2

投資額①  411  1,415  662

初値評価額②  340  1,165  355

倍率②／①（倍）  0.8  0.8  0.5

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

投資先会社名 上場年月日 上場市場 事業内容 
本 社 
所在地 

国内：４社 

㈱シーボン 平成21年９月11日 ＪＡＳＤＡＱ

スキンケア製品（洗顔料・ク

レンジング等のベーシック製

品及び美容液・クリーム等の

スペシャル製品等）を中心と

する化粧品及び医薬部外品の

製造販売 

東京都 

㈱キャンバス 平成21年９月17日 マザーズ 抗癌剤の研究・開発 静岡県 

㈱デ・ウエスタン・セラピテ

クス研究所 
平成21年10月23日 ＮＥＯ 医薬品の研究開発 愛知県 

㈱エフオーアイ 平成21年11月20日 マザーズ 
半導体製造装置の製品開発、

製造、販売 
神奈川県

海外：１社 NewGrid Technology Inc. 平成21年５月26日 ＫＯＳＤＡＱ
次世代ネットワーク向けゲー

トウェイ、サーバ製品の開発 
韓国 
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（注）海外企業の本社所在地は、主たる営業地域又は実質的な本社所在地を基準に記載しております。 

  

  

【投資事業組合の設立の状況】 

 当第３四半期連結累計期間において該当事項はありません。 

  

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

投資先会社名 上場年月日 上場市場 事業内容 
本 社 
所在地 

国内：９社 

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

試験受託及び脱臭装置の設

計・販売 

長野県 

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

化粧品・時計・文具・雑貨

等）の企画開発・販売 

東京都 

㈱成学社 平成20年８月22日 ＪＡＳＤＡＱ 学習塾の経営等 大阪府 

㈱サニーサイドアップ 平成20年９月５日 ヘラクレス 

1)PR（広報）・SP（販促）に

おけるコンサルティングから

戦略・施策の企画立案、実施

2)アスリート・スペシャリス

ト（アーティスト・文化人

等）のマネジメント 3)各種

コンテンツの企画・制作 

東京都 

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

ビス等の医療関連情報事業 
広島県 

㈱メディサイエンスプラニング 平成20年10月７日 ヘラクレス 

製薬会社等との契約に基づ

く、製薬会社等の行う臨床試

験等の運営・管理に係る各種

業務の一部又は全部の受託 

東京都 

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

収精錬、治具洗浄及び工業用

薬品製造等 

福島県 

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

貨店・スーパー等への卸売に

よる販売 

東京都

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

ョップの運営 
岡山県 

海外：５社 

A8 Digital Music Holdings 

Limited 
平成20年６月12日 香港 

携帯電話向け着メロ、楽曲等

配信サービス 
中国 

ZENTEL ELECTRONICS 

CORPORATION 
平成20年10月21日 台湾店頭 

コンシューマエレクトロニク

ス向けDRAMの開発・設計・製

造 

台湾 

TUNG THIH ELECTRONIC 

CO., LTD. 
平成21年１月７日 台湾店頭 

自動車電子部品及びシステム

の製造 
台湾 

SWANCOR IND. CO., LTD. 平成21年１月15日 台湾店頭 
環境保護・LED・風力発電装

置向け各種特殊樹脂製造 
台湾 

ACES ELECTRONIC CO., LTD. 平成21年３月26日 台湾 電子機器向けコネクタの製造 台湾 
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 当社は、その事業特性から収益水準の振幅が大きくなるため、前年同期との比較に替え、年換算した当第３四半

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

行っております。当該比較による「連結経営成績（累計）」及び「連結財政状態」は、以下のとおりであります。

  

平成22年３月期第３四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21年12月31日） 

  

  

   

１．連結経営成績（累計） （百万円未満切捨て）

  
22年３月期 
第３四半期 

(A) 

21年３月期 
通期 
(B) 

対前期比 
[(A)/3×4]/(B) 

 
21年３月期 
第３四半期 

  百万円 百万円 ％  百万円 

売上高  12,430  21,432  77.3   18,009

営業利益  △2,400  △9,360  －   △992

経常利益  △1,972  △8,648  －   △582

四半期（当期）純利益  △1,103  △16,965  －   △851

  
22年３月期 
第３四半期 

21年３月期 
通期 

21年３月期 
第３四半期 

  

  円 銭 円 銭 円 銭 

１株当たり四半期（当期）
純利益 

 △24.86  △377.65  △18.88  

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 

 －  －  －  

２．連結財政状態 （百万円未満切捨て）

  
22年３月期 
第３四半期 

21年３月期 
  

21年３月期 
第３四半期 

  

  

総資産（百万円）  133,241  140,473  162,158   

純資産（百万円）  90,276  91,713  107,465   

自己資本比率（％）  67.5  65.1  66.1   

１株当たり純資産(円 銭)  2,027.85  2,060.14  2,415.07   
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