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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 4,493 △36.7 △1,413 ― △1,262 ― △4,539 ―
23年3月期 7,101 △10.0 △865 ― △998 ― △3,698 ―

（注）包括利益 24年3月期 △4,991百万円 （―％） 23年3月期 △3,962百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 △2,250.30 ― △39.0 △5.2 △31.5
23年3月期 △1,835.15 ― △22.8 △3.0 △12.2

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 20,323 10,552 45.0 4,530.10
23年3月期 27,911 16,021 50.7 7,023.42

（参考） 自己資本   24年3月期  9,140百万円 23年3月期  14,164百万円

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

24年3月期 325 2,825 △3,705 7,908
23年3月期 441 △2,698 △3,587 8,659

2.  配当の状況 

平成25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。 

年間配当金 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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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るため将来の業績予想は難しい
と認識しております。 
なお、月末運用資産残高につきましては、原則として毎月翌月初５営業日以内に別途開示しております。 



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 2,080,241 株 23年3月期 2,079,146 株
② 期末自己株式数 24年3月期 62,427 株 23年3月期 62,427 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 2,017,462 株 23年3月期 2,015,254 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続きが実施中です。 

※ 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．平成25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 

当連結会計年度において、当社グループの資産運用事業を取巻く環境は厳しく困難なものでありました。グローバ

ルな投資環境においては、８月の米国国債格下げに続き、ユーロ圏ではギリシャなどの小国のみならず大国イタリア

の政府債務までが問題視され、欧州の銀行を中心とした信用不安や信用収縮の動きが大規模に発生しました。欧州発

の金融不安と景気後退が懸念されたことに加え、中国のインフレ懸念と不動産価格の一部下落が世界経済の先行き不

安を更に強め、８月以降は株式を含む資産価格が世界各国で大きく下落しました。米国の有力投資銀行すらも信用不

安に苦しみ、金融システムが世界的に機能不全に陥るとの不安も生じましたが、その後は主要国の政策協調や欧州中

央銀行（ECB）による大規模な流動性供給などにより、市場の不安も一旦は和らぎました。特に米国においては、連

邦準備理事会（FRB）による超低金利政策を背景として民間経済が底堅く、企業業績も好調であったことなどから株

式市場が年度末に向けて力強く上昇し、欧州やアジア市場の回復を後押しすることとなりました。 
  
日本においても、前年度末の大震災によるショックから夏に向けて立ち直りを見せていた株式市場が、８月以降は

大きく下落しました。ユーロ危機を背景として投資マネーが一斉にリスク回避に動き、安全資産としての円買いが進

み、対ドルでは市場 高値を更新して75円台に、対ユーロでも一時的に100円を割る水準に到る円高となりました。

加えて、日本企業が多く進出しているタイの大洪水、更には大王製紙株式会社やオリンパス株式会社といった上場企

業での不祥事の発生と、日本株にはネガティブな要因が重なり、買い手不在の薄商いの中で下落を続け、大震災後の

安値を更新するまでに売り込まれました。年明け以降は、世界的な市場の落ち着きを背景に投資マネーがリスク資産

に回帰したことや、日本銀行も金融緩和の姿勢を明確にしたことなどから、一転して円高の修正が進んで海外からの

日本株投資も復活し、日経平均は10,000円台を回復しております。乱高下した市場においても、中小型や長期厳選な

どの投資戦略においては、市場平均を上回る運用成績をあげて投資家のご期待に応えることができましたが、絶対リ

ターンを追求する戦略においては運用成績が劣化し、一部のお客様からの解約を受けることとなりました。また、2

月にはAIJ投資顧問株式会社が運用の失敗により受託資産の大部分を喪失していたばかりか、運用成績等を長期間に

渡って実質的に隠蔽・偽装してきた事件が発覚しました。受託者責任の基本原則を大きく逸脱してお客様を裏切った

ばかりか、運用業界全般への信頼を大きく損なった、許し難い行為であると私共は理解しております。当社のお客様

の多くは、当社グループの運用品質と透明性等を高く評価下さっておりますが、AIJ投資顧問株式会社が引き起こし

た独立系運用会社全般の排除といった流れには、私共も無縁ではありませんでした。年度末には株価が一定の回復を

示し、多くの証券会社が日本株投信への取り組みを強めておりますから、ユーロ危機や円高の再燃リスクやAIJ投資

顧問株式会社の起こした事件の影響などがあるものの、翌期は日本株のスペシャリストとしての力を発揮するべき時

期であると認識しております。 
  
韓国株式市場の調整も厳しいものでした。欧州発の世界的な景気後退の懸念は、外需への依存度が高い韓国経済に

重大な影響が及ぶものと考えられて株式市場が大幅に下落すると共に、韓国ウォンも主要通貨に対して下落し、その

ことが海外資本の韓国からの流出不安を招き、更なる株価下落を招くこととなりました。当局は空売り規制などの株

価維持の施策を講じたものの、代表的な株価指数であるKOSPIは５月２日の年初来高値から９月26日の安値まで、約

25％という大幅な下落となりました。その後は資本流出や企業業績に対する懸念も薄まり10月初旬以降は株価は回復

傾向となり、12月の北朝鮮での指導者死亡による影響も一時的なものに止まりました。年明け以降も株価は堅調に推

移し、3月末KOSPIの終値は2,014.04と、年度を通しての下落は4.4％の下落に止まりました。韓国の子会社Cosmo 

Asset Management Co., Ltd.（韓国における投資信託委託業のライセンス取得に伴い、Cosmo Investment 

Management Co., Ltd.から商号変更。以下「コスモ社」）の運用資産残高は、韓国ウォンの円に対する下落により円

換算ベースでは減少しておりますし、成功報酬も少額に止まる運用成績でありましたが、韓国内の大手機関投資家を

中心とする顧客からの解約は極めて限界的であり、引続き強い信頼をいただいております。また、本年２月上旬には

韓国での公募投資信託の設定と運用を開始し、多くの証券会社や銀行から高い関心が寄せられております。運用成績

も堅調であり、今後はコスモ社運用商品を、より積極的に日本や諸外国に展開すると共に、韓国ロッテグループとの

協力関係を一層具体的に推進することでコスモ社の事業拡大を目指して参ります。  
  
市場の変動が極めて大きかったことから、世界的に多くのファンドが運用成績の悪化と運用資産の減少に直面する

こととなりましたが、当社グループにおいてもSPARX Asia Capital Management Limited（以下「SPARX Asia社」）

の運用するマクロ戦略が運用停止を余儀なくされ、クレジット戦略も運用チーム全体がスピンオフするに至りまし

た。当社グループが一体となって推進する“OneAsia戦略”において、SPARX Asia社が中核的な役割を担うという基

本戦略は不変でありますが、同社固有のビジネスの状況等を勘案した結果、当連結会計年度において同社株式につい

て計上されている「のれん」の全額を減損処理するのが適当との判断に到りました。 
  
こうした経営環境と業績の低迷を踏まえ、更なる固定的経費の削減が必要不可欠と認識し、東京でのオフィス移転

による不動産費及び関連費用の削減、一部上級幹部の退職も含む人員削減と役員を中心とする報酬カットによる人件

費の大幅な圧縮、業務フローの見直しによる効率化の推進などの施策を講じております。これら施策による損益分岐

１．経営成績
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点の改善効果は、来年度（特に第２四半期）以降の業績に明確に反映することになります。収入面においては、９

月に組成した東北早期復興支援ファンドの更なる発展や、再生可能エネルギー事業への投資スキームの具体的な組成

に取り組んでおります。また、世界的な金融緩和で溢れた流動性を背景に、海外からの日本の不動産等現物資産や企

業経営自体への投資意欲は明らかに高まっており、こうした分野の投資ニーズを取り込む力量こそが当社グループの

強みであります。既にSPARX Asia社の機能を 大限に活用した投資スキームの組成に着手しており、今年度には大き

な成果に結び付くものと期待しております。また、日本株及び韓国株を中心とするアジア株式の調査・運用の体制は

資産運用業界において十分な競争力を維持しておりますから、運用品質や商品開発力の向上に対するグループ一体と

なった取り組みが、運用資産残高の回復に結び付くものと考えております。 

  

上記の結果、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、前期末に比して、金額ベースで1,371億

円減、比率で20.4％減の5,354億円となりました。なお、減少のうち、為替レートの変動による減少が107億円、その

他株式市場の変動等による減少が141億円、とそれぞれ分析しております。 

  

また、当社グループの営業収益は、(i)残高報酬が前年同期比20.5％減の38億71百万円となりました。この要因は

前述のとおりに運用資産残高が減少したことに加え、ファンド・オブ・ファンズ戦略やマクロ戦略・クレジット戦略

等の報酬料率が比較的高い運用資産の残高が減少又は消滅したことにより、残高報酬料率（ネット・ベース）が

0.60％と前年同期0.67％に比べて低下したことにあります。また(ii)成功報酬は、前年同期に比べてコスモ社から生

じる成功報酬が減少した等により、同75.7％減の４億54百万円に止まりました。(iii)その他収益は、第２四半期連

結会計期間にディールアレンジメント収入があったものの、同53.1％減の１億67百万円となりました。これら(i)

(ii)(iii)により、営業収益は同36.7％減の44億93百万円となりました。 
  
営業費用及び一般管理費に関しては、主に成功報酬に連動する賞与の減少による人件費の低下に加え、支払手数料

及び事務委託費等の経費削減に努めた結果、同25.9％減の 百万円となりました。  
  
この結果、営業収益の減少が大きく影響し、営業損失は 百万円（前年同期は８億65百万円の営業損失）、経

常損失は 百万円（前年同期は９億98百万円の経常損失）となりました。 
  
さらに、当連結会計年度において、のれん減損損失 百万円、経営構造改革関連損失 百万円、投資有価

証券売却損 百万円等を特別損失として計上したため、当期純損失は 百万円（前年同期は36億98百万円の

当期純損失）となりました。 
  
（注）当連結会計年度末（平成24年３月末）運用資産残高は速報値となっております。 

59億7

14億13

12億62

22億71 2億67

3億96 45億39
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 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

あるため将来の業績予想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75億88百万円減少し、 百万円となりました。主な要因は、

のれんが37億39百万円、投資有価証券が26億83百万円減少したことによるものです。 

 負債は、前期末に比べ21億19百万円減少し、 百万円となりました。主な要因は、１年内返済予定の長期

借入金を50億円返済、社債を15億円発行したことによるものです。 

 純資産は、前期末に比べ54億68百万円減少し、 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、長期借入金の返済、有価証券の取

得、有価証券の売却、社債の発行などがあったため、前連結会計年度末に比べ7億50百万円減少（前年同期比

％減）し、当連結会計年度末は 百万円となりました。 

  

 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（前年同期比26.2％減）となりま

した。これは主にのれん減損損失、のれん償却費の計上により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純損失

が 百万円計上されたことによるものです。 

  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

(平成23年４月～ (平成23年７月～ (平成23年10月～ (平成24年１月～ 

平成23年６月) 平成23年９月) 平成23年12月) 平成24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 1,269  △38.0 1,462 △12.9 875  △49.0  885 △46.6

 残高報酬 1,123  △14.9 1,013 △17.0 869  △25.2  863 △25.9

 成功報酬 139  △69.9 322 △21.9 △9  －  2 △99.5

 その他 6  △97.4 126 182.3 15  △8.1  18 △40.4

営業費用及び一般

管理費 
1,674  △24.7 1,600 △11.9 1,452  △30.8  1,180 △35.4

営業損失（△） △404  － △137 － △576  －  △295 －

経常損失（△） △331  － △114 － △502  －  △314 －

四半期純損失

（△） 
△488  － △331  － △2,993  －  △726 －

203億23

97億71

105億52

8.7

79億8

3億25

△41億91
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 （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（前年同期は26億98百万円の使

用）となりました。これは主に有価証券の取得による支出 百万円、投資有価証券の取得による支出

百万円があった一方で、有価証券を売却したことによる収入 百万円、投資有価証券を売却したことによる

収入 百万円があったことによるものです。 

  （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（前年同期は35億87百万円の使

用）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出 円、社債の発行 円があったことによるもの

です。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  内部留保の充実により、既存債務に対する返済原資及び将来の成長に向けた投資余力を確実なものとした上で、株

主に対し安定的な利益の還元に努めて参る所存です。 

 営業収益の減少が継続していることに加え、昨年度に引続き営業損失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23年６月20日提出）における記載から、投資家の皆様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と判断し、開示を省略しております。  

28億25

15億18 13億85

32億11

17億21

△37億5

50億 15億

スパークス・グループ㈱（8739）平成24年３月期　決算短信

-5-



 当社グループは、スパークス・グループ株式会社を持株会社として、日本にあるスパークス・アセット・マネジメ

ント株式会社（以下、「スパークス・アセット社」）及び海外子会社で構成される独立系の資産運用業（投資顧問

業・投資信託委託業）を中核業務とする企業グループであります。 

 当社グループが提供する資産運用業は、当社子会社スパークス・アセット社による日本株などの調査・運用のほ

か、コスモ社による韓国株の調査・運用及びケイマン諸島籍のSPARX Asia社の100%子会社であり、香港を主要拠点と

するSPARX Asia Investment Advisors Limitedによるアジア株式などの調査・運用であります。 

 また、スパークス・アセット社は、証券業及びコンサルティング業も行っております。  

    

  （事業系統図） 

 当社グループの取引の概略を図示いたしますと以下のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、「世界で も信頼、尊敬されるインベストメント・カンパニー」を目指す、独立系の資産運用グ

ループであります。また、資産運用サービスを中核事業とする企業グループとしては、日本で初、また現在でも唯一

の公開／上場会社でもあります。 

 私どもの経営の基本方針の第一は、投資家であるお客様にとって真に役立つ投資インテリジェンスを運用商品とし

て提供し、ご満足いただける運用成果をお届けすることであります。そのために、創業以来の「マクロはミクロの集

積である。」との投資哲学に基づく徹底したボトムアップ・アプローチを基軸として、常に革新的な投資手法の開発

に努めて参りました。今後は、日本株のスペシャリストとしての経験と知識を株式以外の実物資産や個別事業への投

資スキームにも展開すると共に、韓国・香港の子会社が培った力を統合することで、アジアに関心を寄せる世界中の

投資家の期待に応え得る投資インテリジェンスと優れた運用成果の提供に努めてまいります。 

 方針の第二は、お客様の期待に応えたビジネス拡大を通して、株主の皆様方にご満足いただける収益を産み出すと

共に、企業としての存続と成長の礎となる適切なガバナンスとコンプライアンスの態勢を維持することであります。

ここ数年間の業績不振は誠に遺憾に存じておりますが、構造改革による固定的経費の削減と効率的な業務運営態勢の

構築に注力したことで損益分岐点は大きく改善しており、今後は運用成績の回復への取り組みに加え、新たな投資商

品の開発と提供による収益の回復と拡大に努めてまいります。また、積極的な事業展開と効率性の追求が、コンプラ

イアンスの弛緩に決して繋がることのないように、ガバナンスの実効性を絶えず検証することが必要と考えておりま

す。 

 方針の第三は、お客様と株主の皆様の期待に応える事業展開を支えるための有為な人材の保持と育成であります。

高度な専門性と柔軟な創造力、そして強い自己規律の精神を持った人材がチームとして取組んでこそ、私共が目指す

資産運用サービスの提供が可能となります。こうした能力を持つ人材が存分にその能力を発揮するに足る会社である

ためには、適切な評価の仕組みと報酬体系、さらには人材の育成プログラムの整備が必要不可欠と認識しておりま

す。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループの収益の大半を占める投信・投資顧問料収入は、運用資産の残高と報酬料率に応じて生じる残高報酬

と、運用成績の良否によって変動する成功報酬に大別されます。後者の成功報酬は、当社グループの運用資産の一部

からのみ発生し得るものであること、さらにその有無及び金額は運用成績によって変動します。 

 従って、当社グループにとって も重要な経営指標は、収益の源泉である運用資産の残高であります。運用資産残

高の推移は適時に把握するのみならず、その変動がお客様からの新規設定や解約によって生じたものか、市場の一般

的動向によるものか、運用成績の良否によるものか等を分析し、当社グループの事業競争力の客観的な把握に努めて

おります。 

 次に重要な経営指標は、残高報酬の金額から経常的経費を差引いた金額として認識される基礎収益力の水準であり

ます。基礎収益力は持続的かつ安定的な事業運営の基盤でありますから、それが赤字となる状況が生じた場合には、

運用報酬の増加を目指すのは当然でありますが、経費削減も含めたあらゆる施策により早期に黒字を回復させる必要

があります。基礎収益力が十分な黒字を維持している場合には、成長に向けた投資余力があるとの判断も可能です。

また、基礎収益力は当社の事業規模との比較におけるコスト効率をも示しております。こうした観点から、基礎的収

益力の水準と動向を分析し、経営判断の重要指標としております。 

 さらに、成功報酬の金額も当然に重要な経営指標の一つであります。当社の営業成績は、基礎収益力と成功報酬に

よって大半が決定し、その結果に伴って業績連動の賞与等の支払が決定されますから、成功報酬の多寡が年度毎の営

業収益の水準に大きく影響します。全運用資産の内で成功報酬が発生し得る資産の割合、それら資産の実際の運用成

績と成功報酬の発生状況等を適時に把握し、業績への影響度合いの把握に努めると共に、より高い確率で成功報酬を

発生させる事業戦略の構築を目指しております。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略     

 当社グループは、スパークス・アセット社が日本株運用において、コスモ社が韓国株運用において、それぞれ第一

級のスペシャリストとして更なる事業拡大に取組む一方で、「マクロはミクロの集積である。」との投資哲学を株式

以外の実物資産や個別事業への価値分析にも適用し、投資家の期待に応え得る新たなスキームの開発にも注力してま

いります。また、日本を含むアジア全域が大きな一つの成長経済システムを形成しているという“OneAsia”成長論

をグループ共通の基軸と位置付け、香港のSPARX Asia社はグループ各社の持つリサーチ力を中心とする経営資源を結

集して運用商品の開発と提供を行うと共に、業務運営面におけるグループの共有プラットフォームとしての役割を担

い、当社グループのグローバル展開を有機的に結び付けてまいります。 

  

３．経営方針
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(4）会社の対処すべき課題 

 当連結会計年度における重点課題の第一点であるグループ一体での事業発展への取り組みに対しては、日本・韓

国・香港の三拠点から結集した合同運用チームによる“SPARX OneAsia LongShort Fund”の運用開始があり、第二点

である各子会社における事業基盤の拡大については、日本での「東北早期復興支援ファンド」の組成や韓国における

公募投資信託の第１号設定などの成果がありました。これらは新たな事業フロンティアを切り開き、我々の商品開発

力を再確認できたものではありましたが、収益への具体的な貢献に足る水準にまでは到りませんでした。また、第三

点の財務基盤の確保に対しては、50億円の外部借入金を返済する一方で15億円の無担保社債を発行したのに加え、韓

国コスモ社からの当社への配当払出などの施策を実行しました。更には、人件費や不動産費を中心とした大幅な経費

削減のみならず、基幹システムの更新による効率性向上に取り組み、事業環境の変化に対する抵抗力や機動性を高め

ました。しかし、厳しい外部環境も影響し、運用資産残高や営業収入は引続き低迷したままであり、事業採算は前年

度より更に悪化することとなりました。 

  

従って課題の第一は、これまで培ってきた運用力、商品開発力、顧客ネットワークと業務基盤を日本・韓国・香港

がフルに活用し、収益力の回復に寄与する規模の商品や事業を展開することであります。各国の政府や中央銀行が供

給する潤沢な流動性を背景に、世界には投資機会を求める資金が溢れております。この単純な事実をもってしても、

私共が携わる投資運用業への投資家の期待、換言するならばビジネスチャンスは限りなく大きなものです。金融商品

や金融市場の中だけでの自己完結に終始した従来の運用手法の限界を投資家自身が認識し始め、実体ある事業からの

キャッシュ・フローや実物資産からのリターン、それらをより高める手法やカタリストの存在に投資機会を見出そう

とするニーズが益々高まってきております。そうした投資家ニーズには、私共が企業価値分析のスペシャリストとし

て培ってきたノウハウ、即ち徹底した現場重視のボトムアップリサーチの手法を、株式のみならず他の資産クラスに

も応用することで十分に対応可能なものであります。また、グローバルな市場の一体化が進む中でも、具体的な事業

や資産に対する評価には、国の内外で大きな認識ギャップがあり、その歪みの裁定の機会を提供するのも、私共が

元々強みしてきたところであります。投資家の変化に応え得る資質を持つにも関わらず、それを投資戦略や投資商品

としてお客様に届けきれていなかった状況から、今期は明確に脱皮しなければなりません。日本株の運用戦略におけ

る徹底した銘柄選択効果の追求による絶対リターンの提供、いわゆる市場平均をベンチマークとした運用手法からの

脱皮、或いは復興ファンドタイプのプロジェクト案件の更なる発展や、再生可能エネルギー事業への投資スキームの

提供、更には海外からの日本の不動産等現物資産や企業経営自体への参加を視野に入れた投資ニーズへの対応と、ス

パークスをスパークスたらしめるビジネスの芽が既に幾つも見出されております。これらの芽を収益力に結び付く規

模にまで発展させることが、今年度の 重要の課題であります。そして、日本発で新たな事業モデルを示すことこそ

が、韓国や香港も含む全アジアを対象に展開する当社グループの発展に繋がるものと考えております。 

  

課題の第二は、収益力の回復や強化を、少数精鋭の人員と効率的な業務執行体制で達成することであります。過去

数年間の経営構造改革により、人員数は大きく減少しておりますが、役職員一人一人や組織としての生産性が十分に

向上したとは申せません。投資家ニーズの変化に応えた商品や戦略をタイムリーに提供するためには、我々自身が個

人のレベルでも組織としても創造的で柔軟でなければならず、アントレプレナーシップの再生こそがスパークスをス

パークスたらしめる鍵であると考えております。しかし創造性は必ずしも必要不可欠な専門性を担保するものでな

く、商品開発に当っては外部資源を大胆に活用して生産性の向上を図る必要があると認識しております。一方で前年

度には、ある独立系投資顧問会社による運用成績の隠蔽・偽装や有名な上場会社による巨額の決算粉飾など、独立系

運用会社であると共に日本で唯一の上場企業でもある当社にとって、決して無関心でいられない事件が生じました。

金融ビジネスに取り組む者には、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、上場企業として、株主や市場からの付託に対して高いレベルで応えていくことも当社の

当然の責務です。革新的な商品や戦略を提供するに当っては、コンプライアンスやガバナンスという面においても、

過去の事例は必ずしも参考にならず、形式的にルールに従うだけでは全く不十分であります。「受託者責任」の真の

意味を常に組織全体が問い続ける企業文化の構築こそが、 も実効性の高いコンプライアンス態勢であります。積極

的な事業拡大と徹底した効率化、厳格なコンプライアンス、この三つの何れか一つでも欠けることのない企業統治、

即ち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。 

  

課題の第三は、今後の事業展開を支える財務基盤と業務インフラの整備であります。本年秋に必要となる第１回無

担保普通社債の償還資金に対しては既に手当てを済ませておりますが、第一の課題に述べた新たな商品や事業の展開

に対しては一定量の自己資金の投入ニーズが想定されます。これらに備えるため、市場の状況を見極めつつ、様々な

可能性の中から、 適の手法で資金調達を実行していく必要があると認識しております。また、既に着手済みの基幹

システムの更新も含め、今後の事業展開を支えるITインフラの整備にも取組んで参ります。  
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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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 8,659 7,908

有価証券 1,959 ※6  2,047

前払費用 99 76

未収入金 24 889

未収委託者報酬 246 179

未収投資顧問料 1,292 611

未収還付法人税等 340 7

預け金 525 528

繰延税金資産 1 1

その他 134 53

貸倒引当金 △1 －

流動資産計 13,281 12,304

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1  106 ※1  4

工具、器具及び備品（純額） ※1  49 ※1  15

建設仮勘定 － 0

有形固定資産合計 156 21

無形固定資産   

ソフトウエア 32 18

のれん ※4  6,338 ※4  2,599

無形固定資産合計 6,370 2,617

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  7,676 ※2, ※3  4,992

長期貸付金 12 －

差入保証金 369 337

繰延税金資産 10 42

その他 46 18

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 8,102 5,380

固定資産計 14,629 8,018

資産合計 27,911 20,323
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 － ※3  320

1年内償還予定の社債 － 4,900

1年内返済予定の長期借入金 5,000 －

未払手数料 188 85

未払金 640 ※6  2,280

未払法人税等 671 ※7  403

賞与引当金 0 －

経営構造改革関連損失引当金 － 55

海外子会社役職員税務関連損失引当金 108 －

繰延税金負債 － 9

その他 95 33

流動負債計 6,704 8,088

固定負債   

社債 4,900 1,500

繰延税金負債 184 66

その他 101 115

固定負債計 5,186 1,682

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 ※5  0 ※5  0

特別法上の準備金合計 0 0

負債合計 11,890 9,771

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,435 12,451

資本剰余金 14,295 14,307

利益剰余金 △7,566 △12,106

自己株式 △4,438 △4,438

株主資本合計 14,725 10,213

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △931 △1,148

為替換算調整勘定 370 75

その他の包括利益累計額合計 △561 △1,072

新株予約権 95 93

少数株主持分 1,761 1,317

純資産合計 16,021 10,552

負債・純資産合計 27,911 20,323
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業収益   

委託者報酬 1,179 1,004

投資顧問料 5,564 3,320

その他営業収益 357 167

営業収益計 7,101 4,493

営業費用及び一般管理費 ※1  7,967 ※1  5,907

営業損失（△） △865 △1,413

営業外収益   

受取配当金 116 95

受取利息 227 203

投資事業組合運用益 15 －

負ののれん償却額 99 99

為替差益 － 2

有価証券売却益 24 2

雑収入 14 16

営業外収益計 497 421

営業外費用   

支払利息 190 124

社債発行費 － 25

租税公課 － 69

為替差損 418 －

有価証券売却損 － 18

投資事業組合運用損 － 13

雑損失 21 19

営業外費用計 630 269

経常損失（△） △998 △1,262

特別利益   

投資有価証券売却益 58 33

前期損益修正益 23 －

その他 6 －

特別利益計 88 33

特別損失   

投資有価証券売却損 211 396

投資有価証券評価損 71 －

関係会社株式売却損 141 －

子会社整理損 － 26

経営構造改革関連損失 121 ※2  267

のれん減損損失 ※2  1,523 ※2  2,271

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 58 －

前期損益修正損 16 －

特別損失計 2,145 2,962

税金等調整前当期純損失（△） △3,056 △4,191

法人税、住民税及び事業税 355 193

過年度法人税等 △22 －

法人税等調整額 △17 △3

法人税等合計 316 190

少数株主損益調整前当期純損失（△） △3,372 △4,381

少数株主利益 326 158

当期純損失（△） △3,698 △4,539
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △3,372 △4,381

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △99 △235

為替換算調整勘定 △491 △373

その他の包括利益合計 △590 ※  △609

包括利益 △3,962 △4,991

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △4,105 △5,050

少数株主に係る包括利益 142 59
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 12,404 12,435

当期変動額   

新株の発行 30 16

当期変動額合計 30 16

当期末残高 12,435 12,451

資本剰余金   

当期首残高 14,291 14,295

当期変動額   

新株の発行 4 11

当期変動額合計 4 11

当期末残高 14,295 14,307

利益剰余金   

当期首残高 △3,868 △7,566

当期変動額   

当期純損失（△） △3,698 △4,539

当期変動額合計 △3,698 △4,539

当期末残高 △7,566 △12,106

自己株式   

当期首残高 △4,438 △4,438

当期末残高 △4,438 △4,438

株主資本合計   

当期首残高 18,389 14,725

当期変動額   

新株の発行 34 27

当期純損失（△） △3,698 △4,539

当期変動額合計 △3,663 △4,512

当期末残高 14,725 10,213

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △833 △931

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △97 △216

当期変動額合計 △97 △216

当期末残高 △931 △1,148

為替換算調整勘定   

当期首残高 679 370

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △309 △294

当期変動額合計 △309 △294

当期末残高 370 75

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △154 △561
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △407 △510

当期変動額合計 △407 △510

当期末残高 △561 △1,072

新株予約権   

当期首残高 133 95

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37 △2

当期変動額合計 △37 △2

当期末残高 95 93

少数株主持分   

当期首残高 2,715 1,761

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △954 △443

当期変動額合計 △954 △443

当期末残高 1,761 1,317

純資産合計   

当期首残高 21,084 16,021

当期変動額   

新株の発行 34 27

当期純損失（△） △3,698 △4,539

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,399 △956

当期変動額合計 △5,063 △5,468

当期末残高 16,021 10,552
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △3,056 △4,191

減価償却費 149 74

のれん減損損失 1,523 2,271

のれん・負ののれん償却額 1,571 1,392

賞与引当金の増減額（△は減少） △159 0

経営構造改革関連損失引当金の増減額（△は減
少）

－ 55

海外子会社役職員税務関連損失引当金の増減額
（△は減少）

△12 △108

受取利息及び受取配当金 △343 △299

支払利息 190 124

為替差損益（△は益） 474 △41

関係会社株式売却損益（△は益） 141 －

投資有価証券売却損益（△は益） 131 378

投資有価証券評価損益（△は益） 71 －

未収委託者報酬・未収投資顧問料等の増減額（△
は増加）

△305 704

未収入金の増減額（△は増加） 235 △18

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 158 △341

預け金の増減額（△は増加） △499 △3

その他 116 274

小計 389 270

利息及び配当金の受取額 347 299

利息の支払額 △190 △124

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △106 △120

営業活動によるキャッシュ・フロー 441 325

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,494 △1,518

有価証券の売却及び償還による収入 1,868 3,211

固定資産の増減額（△は増加） △27 △18

投資有価証券の取得による支出 △2,189 △1,385

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,618 1,721

子会社株式の取得による支出 △2,332 －

子会社の清算による収入 － 780

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

30 －

その他 △170 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,698 2,825

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） － 320

長期借入金の返済による支出 △3,000 △5,000

社債の発行による収入 － 1,500

社債の償還による支出 △100 －

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

△495 －

少数株主への配当金の支払額 － △502

その他 8 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,587 △3,705

現金及び現金同等物に係る換算差額 △766 △125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,610 △679

現金及び現金同等物の期首残高 15,270 8,659

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △71

現金及び現金同等物の期末残高 8,659 7,908
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 該当事項はありません。 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  ６社 

主要な連結子会社の名称  

SPARX Overseas, Ltd. 

Cosmo Asset Management Co., Ltd.（※） 

Fairchild Advisors Limited 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

SPARX Asia Capital Management Limited（※） 

SPARX Asia Investment Advisors Limited（※） 

 従来、連結の範囲に含めておりましたCosmo Investment Management (HK) Limited及びStrategic Asia 

Capital Limitedは清算手続き中であり、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。 

（※）Cosmo Asset Management Co., Ltd.はCosmo Investment Management Co., Ltd.から、SPARX Asia 
Capital Management LimitedはPMA Capital  Management Limitedから、SPARX Asia Investment Advisors 
LimitedはPMA Investment Advisors Limitedから、当連結会計年度において、それぞれ社名を変更しておりま
す。  

(2) 主要な非連結子会社の名称等 
Cosmo Investment Management (HK) Limited 

連結の範囲から除いた理由 
 非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、営業収益、当期純損益及び利益剰余金等はい
ずれも、また全体としても、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 
  

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法を適用した関連会社数  １社 

合同会社東北早期復興支援ファンド１号 

 当連結会計年度において、合同会社東北早期復興支援ファンド１号を設立したため、持分法適用の範囲に

含めております。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社のうち主要な会社等の名称 
Cosmo Investment Management (HK) Limited 

持分法を適用しない理由  
 持分法を適用していない非連結子会社は、いずれも小規模であり、当期純損益及び利益剰余金等はいずれ
も、また全体としても、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 
  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうちSPARX Asia Capital Management Limited及びSPARX Asia Investment Advisors 

Limitedの決算日は、12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって、これらの会社については、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。なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致してお

ります。 

  

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 

イ  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、売却原価は総平均法

により算定）を採用しております。 

（投資事業有限責任組合への出資） 

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な 近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

時価のないもの 

  総平均法による原価法を採用しております。  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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イ  有形固定資産（リース資産を除く） 

  当社、国内連結子会社及び在外連結子会社は、主として定率法（ただし、当社及び国内連結子会社が平成10

年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

ロ  無形固定資産（リース資産を除く） 

  ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。 

(3）重要な引当金の計上基準 

イ  貸倒引当金 

  金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

ロ  賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき金額を計

上しております。 

ハ  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内容を勘案の上、その損失

見積額を計上しております。 

ニ 海外子会社役職員税務関連損失引当金  

 海外子会社における特定の役職員の税務に関連した損失に備えるため、当社グループが負担する可能性のあ

る損失見積額を計上しております。 

(4）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 

  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、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均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。   

(5）のれんの償却方法及び償却期間 

  のれんの償却については、その個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で償却しております。 

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  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

いてリスクのない定期預金等としております。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ  消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

ロ  連結納税制度の適用 

 当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。  

  

建物 ２～18年

工具、器具及び備品 ２～20年
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（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及

び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）を適

用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプシ

ョンの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

 なお、１株当たり当期純損失であるため、これによる影響はありません。  

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

 前連結会計年度まで「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「貸倒引当金の増減額（△は減

少）」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度において「その他」に含めて表示することに変更いたしまし

た。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。なお、当連

結会計年度の「その他」274百万円に含まれる「貸倒引当金の増減額（△は減少）」は△１百万円、前連結会計年度

の「その他」116百万円に含まれる「貸倒引当金の増減額（△は減少）」は０百万円であります。   

  

 前連結会計年度まで「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「法人税等の支払額」は、支払

額に占める還付額の金額的重要性が増したため、当連結会計年度において「法人税等の支払額又は還付額（△は支

払）」と表示することに変更いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表

の組替えを行っております。なお、当連結会計年度の「法人税等の支払額又は還付額（△は支払）」△120百万円に

含まれる還付額は337百万円、前連結会計年度の「法人税等の支払額」△106百万円に含まれる還付額は223百万円で

あります。 

  

 前連結会計年度まで「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「株式の発行による収入」及び

「配当金の支払額」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度において「その他」に含めて表示することに変

更いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。なお、当連結会計年度の「その他」△22百万円に含まれる「株式の発行による収入」は２百万円、「配当金の支

払額」は△０百万円、前連結会計年度の「その他」８百万円に含まれる「株式の発行による収入」は８百万円、「配

当金の支払額」は△０百万円であります。 

（７）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

（８）追加情報

（９）表示方法の変更
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。 

  

  

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  

  

※３ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  

 担保付債務は、次のとおりであります。 

  

  

※４ 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、相殺前の金額は以下のとおりでありま

す。  

  

  

※５ 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、以下のとおりであります。 

 金融商品取引責任準備金・・・金融商品取引法第46条の５ 

   

  

※６ 有価証券には、１年内償還予定の社債について一部消却を行う目的で買入れの約定を行った自己社債 百万

円が含まれております。また、この自己社債は当連結会計年度末時点においては受渡が完了していないことから、支

払予定額が未払金として同額計上されております。 

  

  

※７ 未払法人税等 

 SPARX Asia Capital Management Limited（以下、「SPARX Asia社」）の香港子会社（SPARX Asia Investment 

Advisors Limited（以下、「SAIA社」））は、平成22年４月16日付、平成23年５月12日付及び平成24年５月４日付

で、平成15年12月期、平成16年12月期及び平成17年12月期の移転価格税制に係る法人税更正暫定通知書をそれぞれ受

領しました。当該暫定通知においては、SAIA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４月16日付の当該暫定通知書分については平成22年５月５日に、平成23年５月12日付の当該暫定通知

（10）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23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

建物  百万円 344 百万円 372

工具、器具及び備品 百万円 409 百万円 332

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

投資有価証券（株式） 百万円 791 百万円 68

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

投資有価証券（株式）  － 百万円 870

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

短期借入金  － 百万円 320

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

のれん 百万円 6,538 百万円 2,699

負ののれん 百万円 199 百万円 99

差引 百万円 6,338 百万円 2,599

1,904
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書分については平成23年５月23日に、それぞれ仮納付を行っており、平成24年５月４日付の当該暫定通知書分につい

ては仮納付の期限である平成24年５月18日までに仮納付を行う予定であります。 

 SAIA社は、現在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おります

が、平成18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、367百万円を未払法人税等に含めて計上しております。 

 なお、上記未払法人税等に含めた計上額から平成22年５月５日及び平成23年５月12日仮納付額は控除し、平成24年

５月４日付の当該暫定通知書に関する仮納付予定額は含めております。  

   

 ※１ 営業費用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。 

  

  

※２ 減損損失 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 前連結会計年度において、SPARX Asia Capital Management Limited (以下、「SPARX Asia社」。旧PMA Capital 

Management Limited）の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、平成21年３月期に減損損失を計上した際のSPARX Asia社グループの収益予測から乖離が生じ

たため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額をのれん減損損失（1,523百万円）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14.11％で割り引いて算定しております。  

  

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 当連結会計年度において、SPARX Asia Capital Management Limited (以下、「SPARX Asia社」。旧PMA Capital 

Management Limited）の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、SPARX Asia社の現在の取り組み、不透明な事業環境及び業績等を勘案して回収可能額を保守

的に評価した結果、第３四半期連結会計期間末におけるのれん未償却残高の全額をのれん減損損失(2,271百万円）とし

て特別損失に計上しております。 

  

 また、当連結会計年度において以下のとおり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。 

 上記資産については、（当社及び国内子会社の）本社移転に伴い、有形固定資産のうち移転後に使用見込みのない資

産について、当連結会計年度末未償却残高の全額（88百万円）を保守的に、減損損失として経営構造改革関連損失に含

めて特別損失に計上しております。 

  

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

支払手数料 百万円 767 百万円 483

給料及び賞与 百万円 3,397 百万円 2,176

賞与引当金繰入額 百万円 16  －

のれん償却費 百万円 1,671 百万円 1,492

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 

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 

用途 種類 場所 

本社資産 
建物 

工具、器具及び備品 
東京都品川区 
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 
  

  

（連結包括利益計算書関係）

その他有価証券評価差額金：   
当期発生額 百万円△757
組替調整額 百万円392
税効果調整前 百万円△364
税効果額 百万円129
その他有価証券評価差額金 百万円△235

為替換算調整勘定：   
当期発生額 百万円△373

その他の包括利益合計 百万円△609
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Ⅰ 前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

当社グループは、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

Ⅱ 当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

当社グループは、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

Ⅰ 前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．サービスごとの情報 

 投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、連結損益計算書の営業収益の90％

を超えるため、記載を省略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

(1）営業収益                              （単位：百万円） 

（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類してお

ります。  

  

(2）有形固定資産                                          （単位：百万円） 

   

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を

省略しております。  

  

Ⅱ 当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

１．サービスごとの情報 

 投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、連結損益計算書の営業収益の90％

を超えるため、記載を省略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

(1）営業収益                              （単位：百万円） 

（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類してお

ります。  

  

(2）有形固定資産                                          （単位：百万円） 

   

３．主要な顧客ごとの情報                                                 （単位：百万円） 

（注）A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。 

   

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ．関連情報

 日本 ケイマン 韓国  バミューダ その他 合計 

1,696 3,003 1,089 435 876 7,101

 日本 韓国 香港 その他  合計 

116 23 15 0 156 

 日本 ケイマン 韓国  バミューダ その他 合計 

1,379  1,306 1,116 183  506 4,493

 日本 韓国 香港 その他  合計 

0  12 7 0  21

顧客の名所又は氏名  営業収益  関連するセグメント名  

 A 社（注） 533百万円 投信投資顧問業 
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Ⅰ 前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

 当社グループは、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

Ⅰ 前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 当社グループは、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

Ⅱ 当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

 当社グループは、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

Ⅰ 前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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 （注） １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。 

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

  

 （注） ３．１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。 

  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及

び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）を適

用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプシ

ョンの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

 なお、１株当たり当期純損失であるため、これによる影響はありません。  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 7,023円42銭

１株当たり当期純損失(△） △1,835円15銭

１株当たり純資産額 円 銭4,530 10

１株当たり当期純損失(△） 円 銭△2,250 30

  
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

１株当たり当期純損失（△）     

当期純損失（△）（百万円）  △3,698  △4,539

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損失（△）（百万

円） 
 △3,698  △4,539

期中平均株式数（株）  2,015,254  2,017,462

  
前連結会計年度末 

 (平成23年３月31日) 
当連結会計年度末 

 (平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円）  16,021  10,552

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 1,856  1,411

（うち少数株主持分）  (1,761)  (1,317)

（うち新株予約権）  (95)  (93)

普通株主に係る期末の純資産額（百万円）  14,164  9,140

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） 
 2,016,719  2,017,814
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当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

 （社債の一部買入消却） 

 当社は、当社が発行している第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の一部買入消却を平成24年４月３日に
行いました。 
  
  （1）買入銘柄       第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付） 
  （2）買入実施日（受渡日） 平成24年４月３日 
  （3）消却実施日      平成24年４月３日 
  （4）買入消却額（額面）  2,000,000,000円 
  （5）消却後残存額面総額  2,900,000,000円  
  
  

 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、関連当事者情報、税効果会計関係、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。 

  

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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(1)営業収益の状況 

 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)上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

   

 ・残高報酬 

   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 

  

(2)運用資産残高の状況 

   以下の表は、当社グループの当期運用資産残高の状況を示したものです。 

   以下、数値は当社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、損

益計算書上は少数株主損益が計上されます。 

  なお当社持分が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。 

  

 ① 投資対象別四半期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24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                                           （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24年３月末運用資産残高は速報値となっております。  

５．その他

項目 

平成23年３月期 平成24年３月期 

   金額  
 （百万円） 

構成比（％）
   金額  
 （百万円） 

構成比（％） 

  残高報酬  4,869 68.6  3,871  86.2

  成功報酬 1,873  26.4  454  10.1

    その他  357 5.0  167  3.7

  営業収益合計  7,101 100.0  4,493  100.0

区分 
平成23年３月期 
連結累計期間 

平成24年３月期 
連結累計期間 

当社グループ残高報酬料率 

（ネット・ベース） 
0.67％ 0.60％ 

会社名 平成23年３月 平成24年３月 

 Cosmo Asset Management Co., Ltd.  ％ 70.1    ％ 70.1

投資対象 平成23年６月 平成23年９月 平成23年12月 平成24年３月 

日本 2,525 2,249  2,141 2,225

韓国 3,144 2,394  2,357 2,624

アジア全域 887 644  465 503

合計 6,557 5,288  4,963 5,354

  
平成23年３月期 

連結累計期間  

平成24年３月期 

連結累計期間  

当社グループ合計 6,260 5,706
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   ③ 成功報酬付期末運用資産残高及び比率  

(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24年３月末運用資産残高は速報値となっております。 

   

 ■投資対象が日本となる運用資産残高の内訳 

  投資戦略別四半期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24年３月末運用資産残高は速報値となっております。 

      

■投資対象が韓国となる運用資産残高の内訳 

  投資戦略別四半期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24年３月末運用資産残高は速報値となっております。  

    

 ■投資対象がアジア全域となる運用資産残高の内訳 

  投資戦略別四半期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24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   平成23年３月 平成24年３月 

当社グループ合計 
残高（億円） 3,888 2,982

比率（％） 57.9 55.7

投資戦略 平成23年６月 平成23年９月 平成23年12月 平成24年３月 

日本株式 ロング・ショート投資戦略  701  602  588  461

日本株式 長期厳選投資戦略  257  224  212  238

日本株式 中小型投資戦略  1,242  1,130  1,058  1,214

日本株式 環境・クリーンテック投資戦略  276 244 233 261 

その他 48 47 48 49 

合計  2,525  2,249  2,141  2,225

投資戦略 平成23年６月 平成23年９月 平成23年12月 平成24年３月 

 韓国株式 ロング・ショート投資戦略 178 138  126 135

 韓国株式 一般投資戦略 467 340  301 241

 韓国株式 集中投資戦略 120 92  89 104

 韓国株式 アクティブ運用戦略 2,377 1,823  1,839 2,143

合計 3,144 2,394  2,357 2,624

投資戦略 平成23年６月 平成23年９月 平成23年12月 平成24年３月 

 アジア株式投資戦略 215 166  116 124

 その他 671 477  348 379

合計 887 644  465 503
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