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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 7,893 7.6 △959 ― △446 ― 398 ―

21年3月期 7,335 △76.0 △8,045 ― △8,259 ― △23,317 ―

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 197.75 197.23 2.3 △1.2 △12.2

21年3月期 △11,595.44 ― △77.3 △14.8 △109.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―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

22年3月期 36,774 21,084 49.6 9,053.67
21年3月期 37,630 18,005 42.1 7,862.80

（参考） 自己資本   22年3月期  18,235百万円 21年3月期  15,829百万円

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

22年3月期 2,167 741 △1,889 15,270
21年3月期 △427 9,332 △6,113 14,307

2.  配当の状況 

平成23年３月期の配当予想につきましては、業績予想を開示していないため、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
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
当社グループの主たる事業である投信投資顧問業は、業績が経済情勢や相場環境によって大きな影響を受ける状況にあります。このため、当社グループ
の業績を予想し開示することは難しいと認識しております。 
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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）  有  

（注） 詳細は、６ページ「企業集団の状況、(2) 事業系統図」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） 

(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、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 SPARX International, Ltd. ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 2,076,548株 21年3月期 2,075,680株

② 期末自己株式数 22年3月期  62,427株 21年3月期  62,427株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

22年3月期 840 △43.3 △159 ― 375 △57.6 △6,631 ―

21年3月期 1,483 △26.5 △293 ― 885 102.4 △7,662 ―

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

22年3月期 △3,292.99 ―

21年3月期 △3,810.50 ―

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 33,737 19,898 58.6 9,813.33
21年3月期 44,073 26,347 59.6 13,042.17

（参考） 自己資本 22年3月期  19,765百万円 21年3月期  26,257百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

当社は、上記「3. 23年3月期の連結業績予想」に掲げた理由から、配当予想額についての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
示いたします。 
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  (1)経営成績に関する分析 

  

 当社グループの中核事業である資産運用事業が主たる投資対象としている日本及びアジアの株式市場は、当連結会

計年度を通して堅調に推移しました。昨年度に発生した世界的な金融システム不安や実体経済の混乱も、今年度には

アジアを中心とする新興国市場の成長が牽引して回復の足取りが確実なものとなり、加えて金融緩和も継続されたこ

とにより、世界各国で企業業績の回復期待が高まり株価が上昇しました。  

  

 日本の株式市場は、８月末には日経平均株価が平成21年の年初来高値となる10,767円を記録した後に、秋には１ド

ル=84円台までの急速な円高やデフレの再確認、更には大型公募増資による需給懸念などの悪材料が重なり、11月に

は再び10,000円を割り込む調整局面を迎えました。年末から年始にかけましては、それらの懸念材料が順次解消する

中で、世界的な景気回復や株価上昇に比しての日本株の相対的な出遅れ感に着目した外国人投資家の買い付けが活発

となり、再び11,000円に迫る水準まで上昇しました。その後、ギリシャなど南欧諸国の財政不安問題や米国における

トヨタ自動車のリコール問題などの悪材料が出て上値の重い時期もありましたが、３月に入り日銀による新型オペの

20兆円規模までの拡大や円高の収束、更には世界的な景気回復に伴う日本企業の業績回復や世界的な株式市場の上昇

を受けて、日本株式市場は年度末にかけて再び上昇、日経平均株価は昨年来高値を更新し11,089.94円で今年度の取

引を終了しました。株価指数では、日経平均株価が36.8%の上昇、TOPIXが26.5%の上昇となりました。  

 

 アジア株式市場においては、インドネシアを筆頭にタイ、インド、ベトナムなど新興国の株価が当連結会計年度に

おいて指数ベースで70％以上という大幅な上昇を示し、シンガポールや韓国及び中国の株価も堅調に推移しました。

５月は世界的に経済の 悪期を脱したとの観測が高まったことで、投資家の不安心理が後退し、多くの市場で株価が

大きく上昇しました。その後は急速な上昇の反動から一進一退の展開となる局面もありましたが、平成21年４-６月

期決算が発表されると、企業業績の回復を確認した投資家心理が改善し、多くの市場で上昇基調が強まりました。  

 

 韓国においては、平成20年からの世界的な急激な需要減退にも係わらず、ウォン安にも後押しされた輸出の好調さ

が目立ち、６月には74億米ドルの貿易黒字が計上されました。好調な輸出を背景に韓国企業への評価も高まり、平成

21年前半には株価は強い回復を示しましたが、後半においてはそのペースを大きく鈍らせました。韓国の代表的な株

価指数であるKOSPIは、1692.85で当連結会計年度の取引を終了し、40.3%の上昇となりました。  

 

 上記のように株式市場は総じて堅調な展開でありましたが、日本株式を中心として投資家からの解約の申し出は新

規設定の申し込みを大きく上回る状況が続き、当社グループの当連結会計年度末における運用資産残高は、前期末比

8.4％減の6,625億円に留まりました。  

 

 運用会社別では、スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びSPARX International (Hong Kong) Limited

（以下、「スパークス・アセット社」）の運用資産残高は2,790億円（同29.2％減）となりましたが、11月頃より海

外投資家からの日本株式による運用ニーズが具体的に寄せられてくる中で、中小型運用戦略が優れた運用成績を達成

して高く評価されたこともあり、３月には新規設定額が解約額を大きく上回りました。運用成績の回復に加え、新た

な投資戦略への顧客の関心も高まってきており、今後の運用資産残高の回復に明るい兆しが出てきております。

Cosmo Investment Management Co., Ltd. （以下、「コスモ社」）は、韓国株式市場の好調さを背景に安定的な運用

成績を示したことから投資家からの信頼を維持し、運用資産残高は2,419億円（同34.1％増）まで拡大しておりま

す。PMA Capital Management Limited(以下、「PMA社」）の運用資産残高は1,415億円（同5.0％減）に留まりました

が、インド市場を主たる対象とした投資戦略の導入など商品ラインナップの拡充に努めており、今後の運用資産残高

の回復が期待されます。  

  

このような中で、残高報酬は前年同期比38.3％減の60億12百万円、成功報酬は同65.3％減の８億５百万円となりま

した。また、営業投資有価証券売買損益などにより営業収益は 百万円となりました。 

   

営業費用及び一般管理費に関しては、支払手数料の減少や成功報酬に連動した賞与支払額など変動的経費が大きく

減少したこと、及び昨年度来の経営構造改革を踏まえたグループ一体となったコスト削減への取組みにより、

百万円となりました。  

これらの結果、営業損失は 百万円（前期は 百万円の営業損失）、経常損失は 百万円（前期は

百万円の経常損失）を計上しました。 

  

１．経営成績

78億93

88億52

9億59 80億45 4億46

82億59
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  子会社であるコスモ社株式の一部を韓国ロッテグループに譲渡したことによる関係会社株式売却益、また前期に計

上した海外子会社役職員税務関連損失引当金の戻入などにより特別利益として 百万円を計上した一方、他の投

資有価証券の売却損、為替換算調整勘定取崩額及び経営構造改革関連費用などによる特別損失として 百万円を

計上し、当期純利益 百万円となりました。 

  

（注）当連結会計年度末（平成22年３月末）運用資産残高は速報値となっております。 

  

 当連結会計年度の四半期損益の推移は以下のとおりです。 

（注）対前年同期増減率は、当連結会計年度・前連結会計年度の一方若しくは両方がマイナスの場合又は比率が 

   1,000％以上となる場合は「－」と表示しております。  

  

 (次期の見通し） 

 当社グループの主たる事業である投信投資顧問業は、業績が経済情勢や相場環境によって大きな影響を受ける状況に

あります。このため、当社グループの業績を予想し開示することは難しいと認識しており、次期の見通しについての具

体的な公表は差し控えさせていただきます。  

  

(2) 財政状態に関する分析  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産は、前期末に比べ８億55百万円減少し、 百万円となりました。主な要因は、

営業投資有価証券が19億45百万円、未収入金が14億82百万円減少したことなどによるものです。 

 負債は、前期末に比べ39億34百万円減少し、 百万円となりました。主な要因は、借入金を返済したこ

となどによるものです。 

 純資産は、前期末に比べ30億78百万円増加し、 百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業目的の投資有価証券の売却、

投資有価証券の売却、子会社株式の売却などがあったため、前連結会計年度末に比べ９億62百万円増加し、当連

結会計年度末は 百万円となりました。 

  

29億79

19億63

3億98

  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

(平成21年４月～ (平成21年７月～ (平成21年10月～ (平成22年１月～ 

平成21年６月) 平成21年９月) 平成21年12月) 平成22年３月) 

金額 対前年同期 金額 対前年同期 金額 対前年同期 金額 対前年同期 

（百万円） 増減率(%) （百万円） 増減率(%) （百万円） 増減率(%) （百万円） 増減率(%) 

営業収益  2,246  △39.9  1,946  △34.4  1,837  △31.0  1,861  △191.8

 残高報酬  1,710  △46.6  1,613  △44.2  1,418  △29.4  1,270  △22.6

 成功報酬  64  △94.5  256  659.0  234  △79.4  250  －

 営業投資有価 

 証券売買損益 
 427  －  14  －  －  －  －  －

 その他  43  641.0  62  48.2  184  171.4  341  △109.4

営業費用及び一般

管理費 
 2,238  △49.1  2,104  △40.2  2,252  △47.9  2,256  △31.9

営業利益又は営業

損失（△） 
 8  －  △157  －  △415  －  △394  －

経常利益又は経常

損失（△） 
 △194  －  △58  －  62  －  △255  －

四半期純利益又は

四半期純損失

（△） 

 △641  －  761  －  △1,015  －  1,294  －

367億74

156億89

210億84

152億70
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 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 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 百万円となりました。これは主に、営業

目的の投資有価証券売却による収入14億１百万円、利息及び配当金の受取額が６億30百万円、法人税等の還付額

が 百万円があったことなどによるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円となりました。これは主に投資

有価証券の取得による支出35億31百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入45億49百万円、子会社である

コスモ社の株式を買増したことによる支出22億76百万円、コスモ社の株式を韓国ロッテグループ各社に売却した

ことによる収入16億49百万円などによるものです。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは 百万円となりました。これは主に長期

借入金返済による 円の減少、投資事業組合などにおける少数株主からの出資金受入による収入5億円及び投

資事業組合等解散による出資金払戻による支出3億79百万円などによるものです。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  株主に安定的に利益を還元するため、内部留保の充実に努めることを基本方針としております。今後もこの基本方

針を念頭に利益の還元を行う所存です。 

 昨年度に比べれば一定の業績回復は達成し、当期純利益は計上致しましたが、なお委託者報酬及び投資顧問料の大

幅な減少と営業損失の発生が生じている状況及び経営環境を総合的に勘案した結果、誠に遺憾ではありますが、当連

結会計年度の期末配当は昨年度に引続き見送らせていただく予定にしております。 

  

  (4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成21年６月18日提出）における記載から投資家に速やかに伝達すべき新たなリスクが顕

在化していないため開示を省略しております。 

 

  

21億67

2億89

7億41

△18億89

20億
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(1) 事業の内容について 

 近の有価証券報告書（平成21年６月18日提出）における「３【事業の内容】(1)事業の内容について」から重要

な変更がないため開示を省略しております。  

(2) 事業系統図 

 当社グループは持株会社であるスパークス・グループ株式会社の傘下に、資産運用会社であるスパークス・アセッ

ト・マネジメント株式会社、同社が組成・運用するファンドなどを国内の投資家に販売するスパークス証券株式会

社、海外籍ファンドの運用・管理を行うSPARX Overseas Ltd.、韓国の資産運用会社であるコスモ社、香港を主要拠

点とする資産運用会社PMA社などを主たる子会社として事業活動を行っております。 

  

  

  

 (注) １．SPARX Investment & Research, USA, Inc.は、現在清算手続中であります。 

     ２. SPARX Asset Management International, Ltd.は、現在清算手続中であります。 

     ３. SPARX International, Ltd.は、現在清算手続中であります。 

４. SPARX Finance S.A.は、現在清算手続中であります。 

５．スパークスOMSF-3投資事業組合は、現在清算手続中であります。 

６．上記１から４の４社は非連結子会社で持分法非適用会社であります。それ以外はすべて連結子会社であ

ります。 

７．スパークス・アセット・マネジメント株式会社とスパークス証券株式会社は平成22年７月１日付けで合

併する予定であります。 詳細は「４．連結財務諸表、追加情報」に記載しております。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  平成19年３月期決算短信（平成19年５月18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

しております。 

 当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.sparx.jp 

 (株式会社大阪証券取引所ホームページ） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

(2）目標とする経営指標 

  平成19年３月期決算短信（平成19年５月18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

しております。 

 当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.sparx.jp 

 (株式会社大阪証券取引所ホームページ） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループは、中期的な経営目標である「アジアの投資インテリジェンスを提供する 強のブランドとなる」こ

とを達成するため、経営資源の戦略的な配分による収益機会の 適化と、性質の異なる複数のビジネスの自律的な成

長を実現するため、平成18年10月１日に持株会社体制に移行しているとともに、経営戦略としては、日本株ビジネス

の再強化、投資信託ビジネスの拡大、アジア・ビジネスの収益化に重点的に取り組んでおりました。 

 しかしながら、当社グループでは、取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、平成20年10月より大幅な業務見直しや資本

再編なども視野に入れた、海外現地法人の抜本的な見直しを実施しております。具体的な課題については(4)会社の

対処すべき課題に記載しております。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 前連結会計年度に多大な損失を計上したことを踏まえ、当連結会計年度においては、日本株に関する運用力などの

立て直し、アジアにおける資産運用事業の強化、及び効率的な業務執行体制の確立の三点を重点課題と位置づけ、全

役職員が一丸となって収益力の回復に取組んでまいりました。その結果、固定的経費の大幅な削減による損益分岐点

の改善や運用資産残高の回復などの成果に結び付きました。しかし、市場環境の好転に比して業績回復は必ずしも十

分なものと言えず、資産運用事業の再成長を加速させることが喫緊の課題であると認識しております。  

 そのために以下の課題に重点的に取り組んでまいります。  

 第一の課題は、日本株を中心とした運用力、商品開発力及び顧客サービス力の更なる充実であります。日本株式中

小型投資戦略が示したパフォーマンスと、それに対するお客様や評価機関からの高い評価は、スパークスのリサーチ

力や運用力が十分に健在であると共に、自らの存在意義や競争力の源泉の所在を再認識させるものでありました。今

後は、新たに創設された企業価値創造投資本部をグループトップの阿部自身が直接に担当する取組みを含め、スパー

クスの原点である徹底したボトムアップ・リサーチを後ろ盾に、より革新的な運用戦略を幅広く提供することでお客

様の期待に応え、運用資産残高の持続的な成長を図ってまいります。日本株を対象に培ってきた運用力を金利或いは

為替といった他の資産分野での運用戦略にも展開し、商品ラインアップの拡充にも注力する所存であります。スパー

クス証券株式会社とスパークス・アセット・マネジメント株式会社を合併させることにより、お客様へのニーズへの

迅速かつ柔軟な対応が可能になり、同時に経営効率をさらに高めるものと期待しており、既存の投資戦略と新規の投

資戦略の展開により、バランスの取れた事業構造を構築する所存であります。  

 第二の課題は、アジア経済の発展を享受すべく構成されたグループ組織全体の、より強力な活性化であります。香

港のPMA社及び韓国のコスモ社は一昨年来の金融危機を乗り切り、それぞれの事業領域において更なる発展の基盤を

整えております。日本のみならず世界中の投資家が、日本も含めたアジア地域全体への投資意欲を高める中で、日

本、香港及び韓国にそれぞれ特徴ある運用力を有する拠点を通じて事業展開する運用会社グループは世界でも稀であ

ります。これまでは、外部環境の激変への対応に追われ、ともすれば各社独自の取組みに留まる状況でありました

が、今後はグループ全体の力を連携させ、顧客への商品提供や商品開発における連携を強化してまいる所存です。既

にPMA社及びコスモ社との経営幹部レベルも含めた人的交流は従前に比して大きく強化されており、グループ一体と

なった事業発展を加速させる所存であります。  

 第三の課題は、適切な内部管理と効率的な業務執行の両立であります。資産運用業に限らず金融ビジネスに取組む

３．経営方針
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に当っては、単に諸法令や諸規則を遵守するだけでなく、高い社会的倫理が要求されることは言うまでもありませ

ん。また、資産運用会社としては日本初そして唯一の上場企業として、株主や市場からの付託に対し高いレベルで応

えていくことも当社の当然の責務であります。そうしたコンプライアンスの徹底とガバナンスの充実は、お客様の信

頼を維持拡大し、当社を持続的に成長させるための必須条件であると認識しております。今後の事業再拡大に向けて

は、商品開発やお客様へのアプローチに積極的に取組んでまいりますが、一方では費用対効果を厳しく問い続けるこ

ととなりますので、そうしたコスト管理への強い関心がコンプライアンスの弛緩などに決して結びつくことがないよ

う、ガバナンスの実効性確保にも十分に留意してまいります。  
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 14,307 15,270

有価証券 247 726

営業投資有価証券 1,945 －

投資損失引当金 △845 －

信用取引借証券担保金 － 787

信用取引差入保証金 － 255

短期貸付金 478 －

前払費用 187 162

未収入金 1,896 413

未収委託者報酬 340 241

未収投資顧問料 1,098 1,083

未収還付法人税等 830 100

預け金 500 29

繰延税金資産 0 －

その他 100 21

貸倒引当金 － △1

流動資産計 21,088 19,090

固定資産   

有形固定資産   

建物 301 150

工具、器具及び備品 239 122

有形固定資産合計 541 273

無形固定資産   

ソフトウエア 124 76

のれん ※1  7,573 ※1  7,623

その他 5 0

無形固定資産合計 7,702 7,700

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  7,600 ※2  9,254

長期貸付金 － 13

差入保証金 652 416

繰延税金資産 4 －

その他 51 36

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 8,297 9,709

固定資産計 16,541 17,684

資産合計 37,630 36,774
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

信用取引貸証券受入金 － 787

1年内返済予定の長期借入金 2,000 3,000

未払手数料 188 140

未払金 870 509

未払法人税等 206 714

賞与引当金 210 172

経営構造改革関連損失引当金 194 －

海外子会社役職員税務関連損失引当金 1,571 120

繰延税金負債 1,028 5

その他 240 52

流動負債計 6,511 5,502

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 8,000 5,000

繰延税金負債 54 89

その他 59 98

固定負債計 13,113 10,187

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 0 0

特別法上の準備金合計 0 0

負債合計 19,624 15,689

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,404 12,404

資本剰余金 14,291 14,291

利益剰余金 △4,136 △3,868

自己株式 △4,438 △4,438

株主資本合計 18,121 18,389

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,000 △833

為替換算調整勘定 △1,290 679

評価・換算差額等合計 △2,291 △154

新株予約権 90 133

少数株主持分 2,085 2,715

純資産合計 18,005 21,084

負債・純資産合計 37,630 36,774
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

委託者報酬 2,269 1,663

投資顧問料 9,798 5,154

営業投資有価証券売買損益 － 442

営業投資有価証券評価損益 △4,898 －

その他営業収益 166 631

営業収益計 7,335 7,893

営業費用及び一般管理費 ※1  15,380 ※1  8,852

営業損失（△） △8,045 △959

営業外収益   

受取配当金 184 428

受取利息 381 158

負ののれん償却額 145 110

雑収入 61 78

営業外収益計 772 776

営業外費用   

支払利息 267 206

為替差損 370 51

賃借料 183 －

雑損失 164 6

営業外費用計 986 263

経常損失（△） △8,259 △446

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 371 558

関係会社株式売却益 3,983 691

賞与引当金戻入額 114 188

海外子会社役職員税務関連損失引当金戻入額 － 1,367

前期損益修正益 89 157

その他 1 15

特別利益計 4,560 2,979

特別損失   

固定資産売却損 5 －

固定資産除却損 22 －

投資有価証券売却損 938 163

投資有価証券評価損 1,085 －

子会社整理損 57 －

為替換算調整勘定取崩額 － 1,425

経営構造改革関連損失 880 236

海外子会社役職員税務関連損失引当金繰入額 1,611 －

のれん減損損失 ※2  13,515 －

前期損益修正損 72 97

その他 18 40

特別損失計 18,208 1,963
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（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△21,906 569

法人税、住民税及び事業税 568 265

法人税等還付税額 △386 △76

過年度法人税等 △3 ※2  686

法人税等調整額 1,487 △954

法人税等合計 1,666 △78

少数株主利益又は少数株主損失（△） △254 249

当期純利益又は当期純損失（△） △23,317 398
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,144 12,404

当期変動額   

新株の発行 260 0

当期変動額合計 260 0

当期末残高 12,404 12,404

資本剰余金   

前期末残高 14,030 14,291

当期変動額   

新株の発行 260 0

当期変動額合計 260 0

当期末残高 14,291 14,291

利益剰余金   

前期末残高 21,685 △4,136

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 13 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,009 △8

前期ＬＬＰ分配金の修正 21 －

連結範囲の変動 △529 △121

当期純利益又は当期純損失（△） △23,317 398

当期変動額合計 △25,834 267

当期末残高 △4,136 △3,868

自己株式   

前期末残高 △4,438 △4,438

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △4,438 △4,438

株主資本合計   

前期末残高 43,422 18,121

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 13 －

当期変動額   

新株の発行 520 0

剰余金の配当 △2,009 △8

前期ＬＬＰ分配金の修正 21 －

連結範囲の変動 △529 △121

当期純利益又は当期純損失（△） △23,317 398

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △25,314 267

当期末残高 18,121 18,389
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（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 40 △1,000

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,041 166

当期変動額合計 △1,041 166

当期末残高 △1,000 △833

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,037 △1,290

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,328 1,970

当期変動額合計 △2,328 1,970

当期末残高 △1,290 679

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,077 △2,291

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,369 2,137

当期変動額合計 △3,369 2,137

当期末残高 △2,291 △154

新株予約権   

前期末残高 45 90

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44 43

当期変動額合計 44 43

当期末残高 90 133

少数株主持分   

前期末残高 3,075 2,085

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △990 630

当期変動額合計 △990 630

当期末残高 2,085 2,715

純資産合計   

前期末残高 47,621 18,005

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 13 －

当期変動額   

新株の発行 520 0

剰余金の配当 △2,009 △8

前期ＬＬＰ分配金の修正 21 －

連結範囲の変動 △529 △121

当期純利益又は当期純損失（△） △23,317 398

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,314 2,810

当期変動額合計 △29,628 3,078

当期末残高 18,005 21,084
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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税金等調整前当期純
損失（△）

△21,906 569

減価償却費 299 202

のれん減損損失 13,515 －

のれん・負ののれん償却額 2,919 1,411

賞与引当金の増減額（△は減少） △100 △31

経営構造改革関連損失引当金の増減額（△は減
少）

194 －

海外子会社役職員税務関連損失引当金の増減額
（△は減少）

1,611 △1,367

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 1

営業投資有価証券売却損益（△は益） 9 △442

営業投資有価証券評価損益(△は益） 4,898 －

受取利息及び受取配当金 △566 △586

支払利息 267 206

為替差損益（△は益） 387 △91

為替換算調整勘定取崩額 － 1,425

関係会社株式売却損益（△は益） △3,983 △691

投資有価証券評価損益（△は益） 1,085 －

投資有価証券売却損益（△は益） 567 △395

固定資産売却損益（△は益） 5 －

固定資産除却損 22 －

未収委託者報酬・未収投資顧問料等の増減額（△
は増加）

3,485 118

未収入金の増減額（△は増加） 103 104

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △631 △460

預け金の増減額（△は増加） 176 470

営業目的の投資有価証券売却による収入 112 1,401

その他 289 △389

小計 2,763 1,453

利息及び配当金の受取額 365 630

利息の支払額 △267 △206

法人税等の支払額 △3,289 289

営業活動によるキャッシュ・フロー △427 2,167
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（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

短期貸付金の増減額（△は増加） △478 478

貸付けによる支出 － △13

有価証券の取得による支出 － △874

有価証券の売却及び償還による収入 － 405

固定資産の増減額（△は増加） △198 △48

投資有価証券の取得による支出 △1,795 △3,531

投資有価証券の売却及び償還による収入 10,112 4,549

子会社株式の取得による支出 △3,942 △2,276

子会社株式の売却による収入 5,737 1,649

その他 △101 404

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,332 741

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） △2,505 －

長期借入金の返済による支出 △2,000 △2,000

株式の発行による収入 520 0

投資事業組合等における少数株主からの出資受入
による収入

－ 500

投資事業組合等の解散に伴う少数株主への出資金
払戻による支出

－ △379

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △1,988 △2

少数株主への配当金の支払額 △139 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,113 △1,889

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,791 624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,000 1,644

現金及び現金同等物の期首残高 15,833 14,307

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △525 △681

現金及び現金同等物の期末残高 14,307 15,270
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 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

(1) 連結子会社の数 19社 

     連結子会社の名称 

SPARX Investment & Research, 

USA, Inc. 

SPARX Overseas Ltd. 

スパークス証券株式会社 

SPARX Securities, USA, LLC 

SPARX International, Ltd. 

Cosmo Investment Management Co., 

Ltd. 

SPARX International （Hong 

Kong） Limited 

Fairchild Advisors Limited 

スパークス・キャピタル・パートナ

ーズ株式会社 

スパークス・アセット・マネジメン

ト株式会社 

スパークスOMSF-１投資事業組合 

PMA Capital Management Limited 

PMA Investment Advisors Limited 

PMA Middle East FZ-LLC 

PMA Capital Services Limited 

PMA(Europe) LLP 

スパークスOMSF-２投資事業組合 

スパークスOMSF-３投資事業組合 

PMA(Middle East)Limited 

  上記のうち、PMA (Middle East) 

Limitedを新たに設立したことに伴い、当

連結会計年度より連結の範囲に含めており

ます。  

 なお、従来、連結の範囲に含めておりま

したSPARX Global Strategies,Inc. SPARX 

Asset Management International,Ltd.及

びSPARX Finance S.A.は重要性が乏しくな

ったため、当連結会計年度において連結の

範囲から除外しております。また、SPARX 

Value GP,LLCは当連結会計年度において清

算したため、連結の範囲から除外しており

ます。 

(1) 連結子会社の数 15社 

     連結子会社の名称 

SPARX Overseas, Ltd. 

スパークス証券株式会社 

Cosmo Investment Management Co., 

Ltd. 

SPARX International （Hong 

Kong） Limited 

Fairchild Advisors Limited 

スパークス・キャピタル・パートナ

ーズ株式会社 

スパークス・アセット・マネジメン

ト株式会社 

PMA Capital Management Limited 

PMA Investment Advisors Limited 

PMA Middle East FZ-LLC 

スパークスOMSF-３投資事業組合 

PMA (Middle East) Limited 

Strategic Asia Capital Limited 

スパークス・スマートグリッド・イ

ニシャティブ投資事業有限責任組合 

Cosmo Investment Management (HK)

Limited 

  上記のうち、Strategic Asia Capital 

Limited、スパークス・スマートグリッ

ド・イニシャティブ投資事業有限責任組合

及びCosmo Investment Management(HK)

Limitedを新たに設立したことに伴い、当

連結会計年度より連結の範囲に含めており

ます。  

 なお、従来、連結の範囲に含めておりま

したSPARX Investment & Research, USA, 

Inc.及びSPARX International, Ltd.は重

要性が乏しくなったため、当連結会計年度

において連結の範囲から除外しておりま

す。また、SPARX Securities, USA, LLC、

スパークスOMSF-１投資事業組合、スパー

クスOMSF-２投資事業組合、PMA Capital 

Services Limited及びPMA(Europe) LLPは

当連結会計年度において清算したため、連

結の範囲から除外しております。 
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  なお、上記以外の事項は、 近の有価証券報告書（平成21年６月18日提出）における記載から重要な変更がないため、

開示を省略しております。  

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

  

(2) 議決権の過半数を自己の計算において 

 所有している会社等のうち子会社としな 

 かった会社の名称等 

 ① 会社等の名称 

   株式会社スピリッツ 

   アイフォセンス株式会社 

   株式会社ナイルスコミュニケーション

   ズ  

 ② 子会社としなかった理由 

   当社100％子会社であるスパークス・

キャピタル・パートナーズ株式会社

が、自己資金投資（プリンシパルイン

ベストメント業務）のために取得した

ものであり、傘下に入れることを目的

としていないため、財務諸表等規則第

８条第４項により子会社としておりま

せん。  

(2) 議決権の過半数を自己の計算において

所有している会社等のうち子会社としなか

った会社の名称等 

―――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

２．連結子会社の事業年度

等に関する事項  

  

 連結子会社の決算日が連結決算日と異な

る下記の連結子会社３社については、差異

が３ヶ月を超えないため、連結財務諸表作

成に当たって、当該子会社の決算日現在の

財務諸表を使用し、連結決算日との間に生

じた重要な取引について連結上必要な修正

を行っております。 

スパークスOMSF-１投資事業組合  

スパークスOMSF-２投資事業組合 

スパークスOMSF-３投資事業組合 

（上記３社とも決算日は12月末日） 

 当連結会計年度より、下記の海外連結子

会社１社において、決算日を従来の12月末

日から３月末日に変更しております。当該

変更による連結財務諸表への影響はありま

せん。  

SPARX Investment & Research, USA, Inc. 

 連結子会社の決算日が連結決算日と異な

る下記の連結子会社については、差異が３

ヶ月を超えないため、連結財務諸表作成に

当たって、当該子会社の決算日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引について連結上必要な修正を行

っております。 

スパークスOMSF-３投資事業組合 

（決算日は12月末日） 

  

  

―――――――――― 

  

  

  

  

   

３．会計処理基準に関する

事項 

  重要な引当金の計上基準 

  

  

イ 投資損失引当金 

   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。 

ロ 経営構造改革関連損失引当金 

   経営構造改革の実行に伴い発生する 

  損失に備えるため、予定している構造 

  改革の内容を勘案の上、その損失見積 

  額を計上しております。 

  

  

イ 投資損失引当金 

―――――――――― 

  

  

ロ 経営構造改革関連損失引当金 

―――――――――― 
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 

終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月

30日 企業会計基準適用指針第16号）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。 

 これによる当連結会計年度の営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微でありま

す。 

―――――――――― 

  

（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） 

 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」（企業会計

基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）

を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる当連結会計年度の営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微でありま

す。  

―――――――――― 
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追加情報

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） 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

―――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（子会社の解散及び清算） 

 平成21年9月28日開催の当社取締役会において、当社子

会社であるSPARX Investment & Research, USA, Inc.

（以下、「SIR社」）、SPARX International Ltd.（以

下、「SIL社」）及びSPARX Asset Management 

International Ltd.（以下、「SAMI社」）の３社が、各

社の取締役会において自社を解散する旨の決議を行うこ

とを承認し、各社は清算手続きに入っております。 

 なお、SIR社、SIL社については、解散承認決議（平成

21年9月28日）時点では連結子会社でしたが、当連結会計

年度末時点では連結の範囲から除外しております（詳細

については、「連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項（連結の範囲に関する事項）」をご覧下さ

い）。 

（1）解散の理由 

  SIR社は、米国における当社グループのマーケティング

活動、SAMI社は欧州における当社グループのマーケティン

グ活動、SIL社は当社グループ海外子会社に関する中間持

株会社の役割を、それぞれ果たしてまいりましたが、機能

移管・集約等を進めることで、海外のお客様への商品やサ

ービスのご提供に関する品質を損ねる事なく、大幅なコス

ト削減を達成する目処が立ったためであります。 

  

（2）当該子会社の概要 

 ① SIR社 

  

 ② SAMI社 

  

 主要な事業内容

 米国の投資家等に対する当社グループ

の提供する投資運用サービスのアレン

ジメント 

 資本金 
 10千米ドル（約930千円。平成22年３

月末レートにより換算）  

 設立年月日  平成６年７月８日    

 清算結了予定  平成22年９月 

 主要な事業内容
 欧州における既存・新規顧客向けのサ

ービスの提供 

 資本金 
 250千ポンド（約35,092千円。平成22

年３月末レートにより換算）  

 設立年月日  平成16年２月２日    

 清算結了予定  平成23年１月 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

―――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 ③ SIL社 

  

（3）当社の業績に与える影響 

 清算に伴って発生する清算損益は、今後の為替レートの

変動、清算手続において発生する事象の影響を受けるた

め、現時点において確実に見積もることは困難であります

が、今後も事態の進展に応じて必要な事項をお知らせいた

します。  

  

  なお、当連結会計年度において、当該子会社への出資時

及び当該子会社における損益計上時と、出資が払い戻され

た時の為替レートに差があるため、また連結範囲から除外

したため、連結貸借対照表 純資産の部 評価・換算差額

等に計上されていた「為替換算調整勘定」を取崩し、連結

損益計算書 特別損失「為替換算調整勘定取崩額」に計上

しております。なお、この会計処理は、「（マイナスの）

為替換算調整勘定の取崩により純資産の金額が増加するこ

と」と「為替換算調整勘定の取崩による特別損失の計上、

つまり、純損失として純資産の金額が減少すること」によ

り、実質的に「純資産の部」の中で両者が相殺されること

となるため、連結貸借対照表上の純資産合計の金額ならび

に連結キャッシュ・フローへの影響はありません。 

  上記のほか、当該子会社における清算手続の進展に伴い

確定した清算損益を、特別損失「経営構造改革関連損失」

等に計上しております。当該子会社の清算手続結了により

追加的に確定する清算損益が当社の財務状況に与える影響

は軽微と考えられますが、想定以上の為替変動が生じた場

合等には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 主要な事業内容  持株会社 

 資本金 
 1,508.798千ポンド（約211,789千円。

平成22年３月末レートにより換算） 

 設立年月日  平成16年12月29日    

 清算結了予定  平成23年１月 
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 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） 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

―――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（共通支配下の取引） 

 当社は、平成22年3月31日開催の取締役会において、当

社100%子会社であるスパークス・アセット・マネジメント

株式会社とスパークス証券株式会社が、平成22年7月1日を

合併期日として合併することを決議致しました。 

  

１. 結合当事企業の名称及びその事業内容等 

  

２. 企業結合の法的形式 

 スパークス・アセット・マネジメント株式会社を存続会

社、スパークス証券株式会社を消滅会社とする吸収合併 

  

３. 結合後企業の名称 

 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

  

４. 取引の目的を含む取引の概要 

 (1) 合併の目的 

 投資運用業を主要事業としているスパークス・アセッ

ト・マネジメント株式会社と、同社及びグループ各社の運

用する運用商品の販売等を主要事業としているスパークス

証券株式会社の経営資源を集約することによって経営の効

率化を図るとともに、商品の企画、その運用から販売、顧

客サービスまでの一貫した体制を強化することによって、

市場変化および顧客ニーズへの迅速な対応を図り、運用事

業を強化し成長の加速を図るためであります。 

  存続会社 消滅会社 

商号 

スパークス・アセッ

ト・マネジメント株

式会社 

スパークス証券株式

会社 

  

事業内容 

投資運用業及び投資

助言・代理業並びに

第二種金融商品取引

業 

第一種金融商品取引

業、投資助言・代理

業及び情報提供コン

サルティング業等 

設立年月日 平成18年４月３日  平成10年５月７日 

本店所在地

東京都品川区大崎 

１-11-２ゲートシ 

ティ大崎イースト 

タワー  

東京都品川区大崎 

１-11-２ゲートシ 

ティ大崎イースト 

タワー  

代表者  
代表取締役社長  

谷口 正樹  

代表取締役社長  

深見 正敏  

資本金  2,500百万円 165百万円

発行済株式

総数  
50,000株 3,300株

営業収益  2,920百万円 376百万円

当期純利益 142百万円 20百万円

純資産  4,287百万円 1,277百万円

総資産   4,645百万円 2,092百万円

従業員  96人 9人

事業年度の

末日 
３月31日 ３月31日

大株主およ

び持株比率 
当社（100％）  当社（100％）  
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 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） 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

―――――――――― 

  

  

 (2) 合併期日（効力発生日） 

 平成22年７月１日（予定） 

 なお、当該合併は、スパークス証券株式会社が行ってい

る業務の全てを円滑に引継ぐために必要となる、スパーク

ス・アセット・マネジメント株式会社における第一種金融

商品取引業の登録等の要件を満たすことが条件となりま

す。 

 (3) 合併比率ならびに合併交付金 

 スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びスパ

ークス証券株式会社は、いずれも当社の100％子会社であ

るため、本合併による新株式の発行および資本金の増加な

らびに合併交付金の支払はありません。 

 (4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関

する取扱い 

 該当事項はありません。 

  

５. 実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15

年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 

終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引

として会計処理を行う予定であります。なお、連結財務諸

表に与える影響はありません。 
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表示方法の変更

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） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 （連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度において営業費用及び一般管理費の区分

に表示していた各費目については、当連結会計年度より

「営業費用及び一般管理費」と一括掲記し、主要な費目及

びその金額を注記する方法に変更しております。 

  また、「株式交付費」は当連結会計年度において金額的

重要性が乏しくなったため「雑損失」に含めております。

 なお、当連結会計年度の「雑損失」に含まれている「株

式交付費」は0百万円であります。  

  

 （連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度において特別利益に区分表示していた

「固定資産売却益」、特別損失に区分表示していた「固定

資産売却損」及び「固定資産除却損」は当連結会計年度に

おいて金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含め

ております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「固

定資産売却益」は1百万円、「固定資産売却損」は3百万

円、「固定資産除却損」は37百万円であります。   

 （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１．営業活動によるキャッシュ・フロー         

 「株式報酬費用」及び「株式交付費」は、当連結会計年

度において、金額的重要性が乏しくなったため「その他」

に含めております。  

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「株

式報酬費用」は44百万円、「株式交付費」は0百万円であ

ります。       

２．投資活動によるキャッシュ・フロー         

  「有形固定資産の取得による支出」、「有形固定資産の

売却による収入」及び「無形固定資産の取得による支出」

は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなっ

たため「固定資産の増減額（△は増加）」に表示しており

ます。 

 なお、当連結会計年度の「固定資産の増減額（△は増

加）」に含まれている「有形固定資産の取得による支出」

は178百万円、「有形固定資産の売却による収入」は9百万

円、「無形固定資産の取得による支出」は29百万円であり

ます。 

 「有価証券取得による支出」、「有価証券の売却及び償

還による収入」、「差入保証金の差入による支出」、「差

入保証金の回収による収入」及び「長期前払費用の取得に

よる支出」は、当連結会計年度において、金額的重要性が

乏しくなったため「その他」に含めております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「有

価証券取得による支出」は0百万円、「有価証券の売却及

び償還による収入」は10百万円、「差入保証金の差入によ

る支出」は306百万円、「差入保証金の回収による収入」

は111百万円、「長期前払費用の取得による支出」は8百万

円であります。  

  

 （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  「有価証券取得による支出」、「有価証券の売却及び償

還による収入」は、当連結会計年度において、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」に含まれている「有

価証券取得による支出」は0百万円、「有価証券の売却及

び償還による収入」は10百万円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．のれん及び負ののれんの表示 

 のれん及び負ののれんは子会社ごとに相殺して表

示しております。なお、相殺前の金額は次のとおり

であります。 

※１．のれん及び負ののれんの表示 

 のれん及び負ののれんは子会社ごとに相殺して表

示しております。なお、相殺前の金額は次のとおり

であります。 

のれん 百万円8,031

負ののれん 百万円458

差引額 百万円7,573

のれん 百万円7,923

負ののれん 百万円299

差引額 百万円7,623

※２．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま 

   す。 

※２．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま 

   す。 

投資有価証券（株式） 百万円234 投資有価証券（株式） 百万円791
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（連結損益計算書関係）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ※１．営業費用及び一般管理費の主要な費目及び金額は 

    次のとおりであります。 

    支払手数料 1,484百万円

    給料及び賞与 4,971百万円

    賞与引当金繰入額 1,319百万円

    事務委託費 1,070百万円

    のれん償却額 3,065百万円

 ※１．営業費用及び一般管理費の主要な費目及び金額は 

    次のとおりであります。 

    支払手数料 百万円960

    給料及び賞与 百万円3,217

    賞与引当金繰入額 百万円162

    のれん償却額 百万円1,522

 ※２．のれん減損損失の内容は次のとおりであります。 

 当連結会計年度において、以下の資産について減損損失

を計上しております。 

 資産のグルーピングについては、主に内部管理上の区分

に基づいております。 

 上記の資産については、PMA Capital Management 

Limited株式取得時に検討した事業計画において、当初想

定していた収益が見込めなくなったことから、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額をのれん減損損失

（13,515百万円）として特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は、新たな事業計画を基に使用価値

により算定しております。 

 使用価値は、将来キャッシュ・フローを加重平均資本コ

スト8.85%で割り引いて算定しております。 

――――――――――― 

 用途  種類  場所 

投信投資顧問業 のれん    英国領ケイマン諸島 

――――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ※２．過年度法人税等    

 PMA社の香港子会社（PMA Investment Advisors Limited

(以下、「PMAIA社」)）は、平成22年4月16日付で香港税務

当局より平成15年12月期の移転価格税制にかかる法人税更

正暫定通知書を受領しました。当該暫定通知においては、

PMAIA社側の主張は未だ検討中の段階であり同通知書の内

容は 終決定ではない旨が明記されておりますが、一部税

額の仮納付を求められたことから、過少申告による追徴課

税の発生等を避けるため、平成22年5月5日に仮納付を行っ

ております。 

 PMAIA社は、今後も香港税務当局に対し従前の納税の適

正性を主張すると共に当該税額の減額交渉を行ってまいり

ますが、平成16年12月期以降の連結会計年度に対する課税

の可能性に対して保守的に備えるため、上記仮納付額の計

算方法をもとに仮に課税された場合の税額を見積もりし、

上記仮納付額と合わせて614百万円を過年度法人税等とし

て計上しております。 
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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） 

 （注）１．投信投資顧問業は、当社子会社で行っている資産運用業務を主とし、当該業務の価値創造の一環を構成する

証券業務、コンサルティング業務等より構成されております。 

２. 自己資金投資育成業は、当社子会社で行っている自己資金を用いた投資育成に関する業務等より構成されて

おります。 

３. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．投信投資顧問業は、当社子会社で行っている資産運用業務を主とし、当該業務の価値創造の一環を構成する

証券業務、コンサルティング業務等より構成されております。 

２. 自己資金投資育成業は、当社子会社で行っている自己資金を用いた投資育成に関する業務等より構成されて

おります。 

３. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
投信投資顧問業
（百万円） 

自己資金
投資育成業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 営業収益及び営業損益           

営業収益           

(1）外部顧客に対する営業収益  12,228  △4,892  7,335  －  7,335

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  12,228  △4,892  7,335  －  7,335

営業費用及び一般管理費  15,318  62 15,380  －  15,380

営業利益又は営業損失（△）  △3,090  △4,955  △8,045  －  △8,045

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産  36,038  1,592  37,630  －  37,630

減価償却費  299  0  299  －  299

資本的支出  214  2  216  －  216

  
投信投資顧問業
（百万円） 

自己資金
投資育成業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 営業収益及び営業損益           

営業収益           

(1）外部顧客に対する営業収益  7,432  460  7,893  －  7,893

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  7,432  460  7,893  －  7,893

営業費用及び一般管理費  8,842  9     8,852  －  8,852

営業利益又は営業損失（△）  △1,410  450  △959  －  △959

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産  36,619  155  36,774  －  36,774

減価償却費  202  0  202  －  202

資本的支出  58  －  58  －  58
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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） 

（注）１．国又は地域の区分は、業績に与える影響度によっております。 

２．その他に属する地域の内訳は米国、スイス及び香港です。 

３．当連結会計年度において、「米国」は営業収益、営業利益及び資産の金額の重要性が乏しくなったため「その

他」に含めております。当連結会計年度の「米国」の営業収益、営業利益及び資産の金額は、それぞれ907百

万円、77百万円、2,965百万円であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
バミューダ
（百万円） 

ケイマン
（百万円） 

韓国 
 （百万円） 

英国
（百万円） 

  

Ⅰ 営業収益及び営業損益             

営業収益             

(1) 外部顧客に対する営業

収益 
 △745  2,263  4,258  1,211  －   

(2) セグメント間の内部営

業収益又は振替高 
 1,650  1  40  343  285   

計  904  2,264  4,299  1,554  285   

営業費用及び一般管理費  6,371  2,117  6,788  1,108  530   

営業利益又は 

営業損失（△) 
 △5,467  147  △2,488  446  △245   

Ⅱ 資産  46,833  815  8,426  6,625  37,304   

  
その他  

（百万円）  
計

（百万円） 
消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

  

Ⅰ 営業収益及び営業損益           

営業収益           

(1) 外部顧客に対する営業

収益 
 347  7,335  －  7,335   

(2) セグメント間の内部営

業収益又は振替高 
 1,169  3,490  △3,490  －   

計  1,516  10,825  △3,490  7,335   

営業費用及び一般管理費  1,877  18,794  △3,413  15,380   

営業利益又は 

営業損失（△) 
 △360  △7,968  △77  △8,045   

Ⅱ 資産  3,996  104,003  △66,373  37,630   
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

（注）１．国又は地域の区分は、業績に与える影響度によっております。 

２．その他に属する地域の内訳は米国、香港及び英国です。 

３．当連結会計年度において、「英国」は営業収益、営業利益及び資産の金額の重要性が乏しくなったため「その

他」に含めております。当連結会計年度の「英国」の営業収益及び営業損失（△）は、それぞれ１百万円、

142百万円であります。なお、資産の金額は当連結会計年度末に連結除外したため、該当がありません。  

  
日本 

（百万円） 
バミューダ
（百万円） 

ケイマン
（百万円） 

韓国 
 （百万円） 

  

Ⅰ 営業収益及び営業損益           

営業収益           

(1) 外部顧客に対する営業

収益 
 3,062  1,417  2,146  1,213   

(2) セグメント間の内部営

業収益又は振替高 
 862  －  12  277   

計  3,924  1,417  2,159  1,491   

営業費用及び一般管理費  3,515  1,391  3,140  1,469   

営業利益又は 

営業損失（△) 
 409  26  △980  21   

Ⅱ 資産  36,788  652  7,179  8,527   

  
その他  

（百万円）  
計

（百万円） 
消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

  

Ⅰ 営業収益及び営業損益           

営業収益           

(1) 外部顧客に対する営業

収益 
 52  7,893  －  7,893   

(2) セグメント間の内部営

業収益又は振替高 
 328  1,480 △1,480  －   

計  380  9,373 △1,480  7,893   

営業費用及び一般管理費  839  10,357 △1,504  8,852   

営業利益又は 

営業損失（△) 
 △458  △983 23  △959   

Ⅱ 資産  776  53,923 △17,149  36,774   
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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） 

 （注）１．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

２．海外営業収益の地域区分は、ファンドの場合はファンドが組成された地域、投資顧問契約の場合は契約相手

方の所在地域によっております。 

３．前連結会計年度において「英国」はその他に含めておりましたが、当連結会計年度において、当該海外営業

収益の金額が、連結営業収益の金額の10％を超えましたので別途掲記しております。 

４．当連結会計年度において「米国」の海外営業収益の金額の重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて

おります。当連結会計年度の当該海外営業収益の金額は、428百万円であります。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

２．海外営業収益の地域区分は、ファンドの場合はファンドが組成された地域、投資一任契約及び投資顧問契約

の場合は契約相手方の所在地域によっております。 

３．当連結会計年度において「英国」の海外営業収益の金額の重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて

おります。当連結会計年度の当該海外営業収益の金額は、139百万円であります。 

  

ｃ．海外売上高

  バミューダ ケイマン 韓国 英国 その他 計

Ⅰ 海外営業収益（百万円）  1,090  5,638  1,211  781  709  9,430

Ⅱ 連結営業収益（百万円）  －  －  －  －  －  7,335

Ⅲ 海外営業収益の連結営業収

益に占める割合（％） 
 14.9  76.9  16.5  10.6  9.7  128.6

  バミューダ ケイマン 韓国 その他 計  

Ⅰ 海外営業収益（百万円）  604  3,025  1,213  465  5,308

Ⅱ 連結営業収益（百万円）  －  －  －  －  7,893

Ⅲ 海外営業収益の連結営業収

益に占める割合（％） 
 7.7  38.3  15.4  5.9  67.3
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 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 7,862円80銭

１株当たり当期純損失(△） △11,595円44銭

  

１株当たり純資産額 円 銭9,053 67

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

197 75

197 23

  
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) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円）  18,005  21,084

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 2,175  2,849

（うち少数株主持分）  (2,085)  (2,715)

（うち新株予約権）  (90)  (133)

普通株主に係る期末の純資産額（百万円）  15,829  18,235

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
 2,013,253  2,014,121
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 （注）２．１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

  

    該当事項はありません。 

  

 連結財務諸表に関する注記事項（連結株主資本等変動計算書関係、連結キャッシュ・フロー計算書関係、リース取引関

係、関連当事者との取引、税効果関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストッ

ク・オプション等関係、企業結合等関係及び賃貸等不動産関係）については、決算短信における開示の必要が大きくない

と考えられるため開示を省略いたします。 

  

  
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) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益又は 

当期純損失（△） 
    

当期純利益又は当期純損失（△） 

（百万円） 
 △23,317  398

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） 
 △23,317  398

期中平均株式数（株）  2,010,931.19  2,013,959

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  5,321

（うち新株予約権等） (－) ( ) 5,321

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 

新株予約権４種類（新株予約権の

数2,128個）。 

新株予約権４種類（新株予約権の

数 個）。 1,362

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 1,807 6,826

未収入金 1,993 241

未収還付法人税等 353 87

有価証券 － 600

前払費用 51 38

短期貸付金 1,552 1,423

その他 9 4

流動資産計 5,766 9,222

固定資産   

有形固定資産   

建物 200 83

工具、器具及び備品 59 39

有形固定資産合計 259 122

無形固定資産   

ソフトウエア 23 22

その他 5 －

無形固定資産合計 28 22

投資その他の資産   

投資有価証券 1,395 3,303

関係会社株式 34,609 20,164

その他の関係会社有価証券 － 502

差入保証金 441 252

長期前払費用 0 －

破産更生債権等 5,085 3,208

貸倒引当金 △3,533 △3,068

その他 20 6

投資その他の資産合計 38,018 24,369

固定資産計 38,306 24,514

資産合計 44,073 33,737
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 2,000 3,000

預り金 10 2

未払金 124 57

未払法人税等 3 －

経営構造改革関連損失引当金 94 －

海外子会社支援損失引当金 1,590 735

繰延税金負債 881 －

その他 19 11

流動負債計 4,724 3,806

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 8,000 5,000

繰延税金負債 1 32

固定負債計 13,001 10,032

負債合計 17,725 13,838

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,404 12,404

資本剰余金   

資本準備金 12,024 12,024

その他資本剰余金 2,266 2,266

資本剰余金合計 14,291 14,291

利益剰余金   

利益準備金 22 22

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 4,834 △1,797

利益剰余金合計 4,857 △1,774

自己株式 △4,438 △4,438

株主資本合計 27,114 20,483

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △857 △717

評価・換算差額等合計 △857 △717

新株予約権 90 133

純資産合計 26,347 19,898

負債・純資産合計 44,073 33,737
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

関係会社業務受託収入 1,483 838

その他営業収益 － 2

営業収益計 1,483 840

営業費用及び一般管理費 ※1  1,777 1,000

営業損失（△） △293 △159

営業外収益   

受取利息 116 48

有価証券利息 6 2

受取配当金 1,728 475

為替差益 － 175

雑収入 10 43

営業外収益計 1,863 746

営業外費用   

支払利息 201 140

社債利息 65 65

株式交付費 0 －

為替差損 128 －

賃借料 183 －

雑損失 103 5

営業外費用計 684 211

経常利益 885 375

特別利益   

投資有価証券売却益 4 8

関係会社株式売却益 － 258

賞与引当金戻入額 30 －

貸倒引当金戻入額 － 465

海外子会社支援損失引当金戻入額 － 753

前期損益修正益 22 4

その他 2 14

特別利益計 60 1,505

特別損失   

固定資産売却損 0 1

固定資産除却損 6 11

投資有価証券売却損 938 －

投資有価証券評価損 6 －

関係会社株式評価損 911 1,805

経営構造改革関連損失 521 8

海外子会社支援損失引当金繰入額 1,590 －

関係会社減資に伴う為替差損 － 7,582

貸倒引当金繰入額 3,522 －

前期損益修正損 12 24

特別損失計 7,510 9,434

税引前当期純損失（△） △6,564 △7,553
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 4 －

法人税等還付税額 － △39

過年度法人税等 2 －

法人税等調整額 1,090 △881

法人税等合計 1,097 △921

当期純損失（△） △7,662 △6,631
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,144 12,404

当期変動額   

新株の発行 260 0

当期変動額合計 260 0

当期末残高 12,404 12,404

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 11,764 12,024

当期変動額   

新株の発行 260 0

当期変動額合計 260 0

当期末残高 12,024 12,024

その他資本剰余金   

前期末残高 2,266 2,266

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,266 2,266

資本剰余金合計   

前期末残高 14,030 14,291

当期変動額   

新株の発行 260 0

当期変動額合計 260 0

当期末残高 14,291 14,291

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 22 22

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 22 22

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 14,489 4,834

当期変動額   

剰余金の配当 △1,992 －

当期純損失（△） △7,662 △6,631

当期変動額合計 △9,655 △6,631

当期末残高 4,834 △1,797

利益剰余金合計   

前期末残高 14,512 4,857

当期変動額   

剰余金の配当 △1,992 －

当期純損失（△） △7,662 △6,631

当期変動額合計 △9,655 △6,631

当期末残高 4,857 △1,774
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △4,438 △4,438

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △4,438 △4,438

株主資本合計   

前期末残高 36,249 27,114

当期変動額   

新株の発行 520 0

剰余金の配当 △1,992 －

当期純損失（△） △7,662 △6,631

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △9,134 △6,631

当期末残高 27,114 20,483

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △293 △857

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △563 139

当期変動額合計 △563 139

当期末残高 △857 △717

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △293 △857

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △563 139

当期変動額合計 △563 139

当期末残高 △857 △717

新株予約権   

前期末残高 45 90

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44 43

当期変動額合計 44 43

当期末残高 90 133

純資産合計   

前期末残高 36,000 26,347

当期変動額   

新株の発行 520 0

剰余金の配当 △1,992 －

当期純損失（△） △7,662 △6,631

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △519 182

当期変動額合計 △9,653 △6,448

当期末残高 26,347 19,898
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 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（損益計算書） ――――――――――        

前事業年度において一般管理費の区分に表示していた各

費目については、当事業年度より一括掲記し、主要な費目

及びその金額を注記する方法に変更しております。 

なお、一般管理費の主要な費目及び金額は以下のとおり

であります。 

  

※１ 一般管理費の主要な費目及び金額 

   給料及び賞与     844百万円 

   不動産賃借料     176百万円 

   事務委託費      335百万円 

   減価償却費       79百万円  
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（１）当期の当社グループの連結営業収益の項目別内訳は以下のとおりです。 

(注) (  )書きは内訳数値です。 

  上記のように当社グループの収益の大半は投信投資顧問料収入によって構成されております。投信投資顧問料収入

は、運用資産の残高に応じて計算される残高報酬と運用成績に応じて計算される成功報酬とに大別されます。このうち

残高報酬は全ての投信投資顧問業の契約で受領することができます。また、成功報酬についても、投資家、販売会社等

と交渉の上、可能な限り多くの契約で受領することができるようにしております。 

  

・残高報酬 

 現在の報酬料率を基準に各運用手法の特性に基づき顧客との交渉を行っております。 

 残高報酬料率（ネット・ベース）の推移は以下のとおりです。 

(注) 残高報酬料率（ネット・ベース）＝（残高報酬－残高報酬に係る支払手数料）÷ 期中平均運用資産残高 

     

・成功報酬 

 単純なケースでは過去の計算期間末日の「一口当たり純資産価額」＝「Net Asset Value Per Share」（以下、「Ｎ

ＡＶＰＳ」と言います。）の 高値を今計算期間末日のＮＡＶＰＳと比較して、今計算期間のＮＡＶＰＳの方が高かっ

た場合は、値上がり部分に一定料率をかけ、年一回成功報酬として計算しております（これを「ハイ・ウォーター・マ

ーク方式」と言います。）。また、一定のベンチマークに対するアウトパフォーマンスや絶対的な値上がりのパーセン

テージなどのハードルレートを設け、それを上回った場合にのみ成功報酬を受領できる契約となっているものもありま

す。 

６．その他

項目 

平成21年３月期 平成22年３月期 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 
対前期増減比

（％） 

１．委託者報酬  2,269  30.9  1,663  21.1  △26.7

  うち残高報酬  (2,214)  (30.2)  (1,663)  (21.1)  (△24.9)

  うち成功報酬  (55)  (0.8)  (0)  (0.0)  (△100.0)

２．投資顧問料収入  9,798  133.6  5,154  65.3  △47.4

  うち残高報酬  (7,531)  (102.7)  (4,349)  (55.1)  (△42.3)

  うち成功報酬  (2,267)  (30.9)  (805)  (10.2)  (64.5)

小計（１．＋２．）  12,067  164.5  6,818  86.4  △43.5

  うち残高報酬  (9,745)  (132.9)  (6,012)  (76.2)  (△38.3)

  うち成功報酬  (2,322)  (31.7)  (805)  (10.2)  (△65.3)

３．その他  △4,732  △64.5  1,074  13.6 - 

  営業収益合計  7,335  100.0  7,893  100.0  7.6

区分 平成21年３月期  平成22年３月期  

当社グループ残高報酬料率 

（ネット・ベース） 
0.83％ 0.79％ 
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絶対リターン追求型の運用に多いハイ・ウォーター・マーク（ＨＷＭ）方式の成功報酬の仕組み 

(注)１．上記の図は成功報酬の仕組みを簡便に説明したもので、実際の成功報酬の体系及びファンドの基準価格の 

     計算方法を厳密に説明しているものではありません。 

(注)２．上記では、説明の都合上、成功報酬の料率を便宜的に20％として計算しております。 
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（２）運用資産残高の状況 

 以下の表は、当社グループ（スパークス・アセット社、コスモ社、ＰＭＡ社）の当期の運用資産残高の状況を示

したものです。 

 以下、数値は当社の持分に拘らず運用資産残高の100％を記載しておりますが、当社以外の出資者持分について

は少数株主損益が計上されます。平成22年３月末における当社の持分が100％未満のグループ会社の当社持分は以

下のとおりであります。 

   

■会社別の内訳 

 ① 当期の月末運用資産残高の推移                           （単位：億円） 

(注)１．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。  

  ２. 平成22年３月末運用資産残高は速報値となっております。 

   

    ②平均運用資産残高の推移                               （単位：億円） 

(注)１．各期の月末運用資産残高の単純平均であります。 

  ２. 金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

  ３. 平成22年３月末運用資産残高は速報値となっております。 

   

    ③成功報酬付期末運用資産残高及び比率の推移 

(注)１．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

  ２. 平成22年３月末運用資産残高は速報値となっております。     

会社名 当社持分 

コスモ社 60.1％ 

会社名 平成21年６月 平成21年９月 平成21年12月 平成22年３月 

スパークス・アセット社  3,400  3,087  2,627  2,790

コスモ社  2,046  2,196  2,296  2,419

ＰＭＡ社  1,529  1,378  1,412  1,415

合計  6,976  6,662  6,335  6,625

会社名  平成21年３月期 平成22年３月期 

スパークス・アセット社  5,530  2,946

コスモ社   2,294  2,157

ＰＭＡ社   2,088  1,422

平均運用資産残高  9,914  6,527

会社名    平成21年３月 平成22年３月 

スパークス・アセット社 
残高（億円）  1,981  1,203

比率（％）  50.2  43.1

コスモ社  
残高（億円）  1,631  2,037

比率（％）  90.4  84.2

ＰＭＡ社  
残高（億円）  1,232  918

比率（％）  82.8  64.9

合計  
残高（億円）  4,845  4,159

比率（％）  66.9  62.8
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 ■スパークス・アセット社運用資産残高の内訳 

  ① 当期の投資戦略別月末運用資産残高の推移                       （単位：億円） 

(注)１．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

  ２. 平成22年３月末運用資産残高は速報値となっております。  

  

   ② 当期の国内外別月末運用資産残高の推移                        （単位：億円） 

(注)１．国内・国外の区分けは、ファンドの場合はファンドが組成された地域、投資一任契約及び投資顧問契約の場 

    合は契約相手方の所在地域によっております。 

   ２．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

   ３．平成22年３月末運用資産残高は速報値となっております。 

  

   ③ 当期の契約形態別月末運用資産残高の推移                       （単位：億円） 

(注)１．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

  ２．平成22年３月末運用資産残高は速報値となっております。 

  

投資戦略 平成21年６月 平成21年９月 平成21年12月 平成22年３月 

日本株式ロング・ショート投資戦略  958  880  772  760

日本株式集中投資戦略  351  347  310  205

ファンド・オブ・ファンズ投資戦略  369  312  184  178

日本株式一般投資戦略  601  367  314  339

日本株式中小型投資戦略  1,064  1,124  985  1,253

その他  56  55  58  53

合計   3,400  3,087  2,627  2,790

区分 平成21年６月 平成21年９月 平成21年12月 平成22年３月 

国内  1,746  1,741  1,488  1,384

国外  1,653  1,345  1,139  1,406

合計  3,400  3,087  2,627  2,790

区分 平成21年６月 平成21年９月 平成21年12月 平成22年３月 

投資顧問業  2,222  1,938  1,662  1,948

投資信託委託業  1,177  1,149  964  842

合計  3,400  3,087  2,627  2,790
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 ■コスモ社運用資産残高の内訳 

  当期の投資戦略別月末運用資産残高の推移                        （単位：億円） 

(注)１．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

  ２．平成22年３月末運用資産残高は速報値となっております。 

  

 ■ＰＭＡ社運用資産残高の内訳   

  当期の投資戦略別月末運用資産残高の推移                        （単位：億円） 

(注)１．金額は、時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

  ２．平成22年３月末運用資産残高は速報値となっております。 

  

（３）役員の異動 

   役員の異動に関しては、決定次第開示いたします。  

投資戦略 平成21年６月 平成21年９月 平成21年12月 平成22年３月 

韓国株式ロング・ショート投資戦略  209  200  166  162

韓国株式集中投資戦略  91  111  117  120

 韓国株式一般投資戦略  368  389  406  408

韓国株式インデックス運用戦略  1,298  1,401  1,505  1,622

その他  79  93  99  104

合計  2,046  2,196  2,296  2,419

投資戦略 平成21年６月 平成21年９月 平成21年12月 平成22年３月 

アジア株式投資戦略  538  454  410  386

アジア・欧州債券投資戦略  728  610  580  582

 アジア・マクロ投資戦略  172  184  188  153

 その他  90  129  233  292

合計  1,529  1,378  1,412  1,415
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