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1. 2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年3月期第2四半期 242 △52.4 △302 ― △308 ― △702 ―

2022年3月期第2四半期 508 91.9 67 ― 42 ― △294 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　△606百万円 （―％） 2022年3月期第2四半期　　△354百万円 （―％）

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

2023年3月期第2四半期 △0.45 ―

2022年3月期第2四半期 △0.20 ―

(2) 連結財政状態

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

2023年3月期第2四半期 4,457 1,823 40.9 1.17

2022年3月期 7,516 2,425 32.2 1.55

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 1,821百万円 2022年3月期 2,423百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

2022年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

2023年3月期 ― ―

2023年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023年 3月31日）

当社グループの投資事業の特性上、国内外の経済情勢、株式市場の動向等から受ける影響度合いが極めて大きく、現時点では合理的な業績予想を行う
ことが困難であり、業績予想の開示を控えさせて頂いております。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間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

新規　-社　(社名)　　　　　　　　　　　　　　　、　　除外　1社(社名)　アジアインベストメントファンド株式会社

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年3月期2Q 1,561,102,123 株 2022年3月期 1,561,102,123 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 15,909 株 2022年3月期 15,909 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 1,561,086,214 株 2022年3月期2Q 1,511,332,116 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対する社会経済活動の制限緩和

により、企業の生産活動や設備投資需要が堅調に推移するなど、企業活動の回復傾向が見られ、景気の持ち直しが

期待されています。一方で、世界的な金融引き締め等を背景とした海外景気の下振れが国内の景気を下押しするリ

スクも懸念されており、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

このような経営環境の下で、当社グループは、収益事業の確立によって財務体質を改善すべく、内部管理体制の

改善、財務基盤の改善や流動性資金の拡充に取り組んでまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、当社グループのコア事業のひとつであった有

価証券投資を担っていたアジアインベストメントファンド株式会社の全株式を売却、連結子会社が減少したこと等

に起因して、営業収益は242百万円（前年同期比52.4％減）となりました。営業費用につきましても、特設注意市場

銘柄の指定解除に向けた専門家報酬の増加等により、営業損失が302百万円（前年同期は67百万円の営業利益）、経

常損失は308百万円（前年同期は42百万円の経常利益）、子会社売却に伴う債権譲渡損の計上などで、親会社株主に

帰属する四半期純損失は702百万円（前年同期は294百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　(資産)

当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3,059百万円（40.7％）減少

し、4,457百万円となりました。

主な増減は、信用取引資産の増加472百万円の一方、受取手形及び売掛金の減少1,141百万円及び有価証券の減少

2,580百万円であります。

　(負債)

当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,457百万円（48.3％）減少し、

2,633百万円となりました。

主な増減は、未払金の減少143百万円、未払法人税等の減少88百万円、預り金の減少1,818百万円及び信用取引負

債の減少103百万円であります。

　(純資産)

当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ602百万円（24.8％）減少し、

1,823百万円となりました。

主な増減は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金の減少702百万円及び為替換算調整勘

定の増加96百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループの投資事業の特性上、国内外の経済情勢、株式市場の動向等から受ける影響度合いが極めて大き

く、現時点では合理的な業績予想を行うことが困難であり、業績予想の開示を控えさせて頂いております。

また現在、新経営陣の下、リバイバルプランの見直しを図り、新たな事業計画を策定中です。開示すべき事項が

発生した場合、速やかにお知らせいたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 624,986 1,275,008

預託金 271,000 360,000

受取手形及び売掛金 1,149,621 8,259

有価証券 3,171,833 591,655

商品 3,288 1,046

営業貸付金 717,000 657,000

信用取引資産 1,322,860 1,794,957

その他 660,310 427,721

貸倒引当金 △698,543 △831,588

流動資産合計 7,222,356 4,284,061

固定資産

有形固定資産 127,653 19,633

無形固定資産 1,895 1,682

投資その他の資産

投資有価証券 2,293 2,357

関係会社株式 40,507 0

破産更生債権等 43,260 43,260

差入保証金 99,385 106,376

その他 31,492 1,723

貸倒引当金 △51,890 △1,890

投資その他の資産合計 165,049 151,828

固定資産合計 294,597 173,144

資産合計 7,516,954 4,457,205

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

- 3 -

アジア開発キャピタル（株）(9318)　2023年3月期第2四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,288 8,419

未払金 225,614 81,902

未払法人税等 94,485 5,605

預り金 2,090,187 271,363

資産除去債務 25,881 32,964

信用取引負債 2,219,771 2,116,636

その他 362,463 62,747

流動負債合計 5,021,692 2,579,639

固定負債

退職給付に係る負債 4,042 495

繰延税金負債 33 33

その他 31,115 18,980

固定負債合計 35,192 19,509

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 34,100 34,100

特別法上の準備金合計 34,100 34,100

負債合計 5,090,984 2,633,249

純資産の部

株主資本

資本金 6,275,283 6,275,283

資本剰余金 2,699,552 2,703,646

利益剰余金 △6,668,111 △7,370,561

自己株式 △5,954 △5,954

株主資本合計 2,300,770 1,602,413

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 76 76

為替換算調整勘定 122,878 219,230

その他の包括利益累計額合計 122,954 219,306

非支配株主持分 2,245 2,235

純資産合計 2,425,970 1,823,956

負債純資産合計 7,516,954 4,457,205
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業収益

売上高 217,525 125,538

有価証券売買等損益 105,388 11,198

受取利息 96,799 42,044

受入手数料 48,598 27,252

金融収益 40,388 36,104

営業収益計 508,700 242,139

売上原価 21,968 10,190

金融費用 42,107 25,692

純営業収益 444,624 206,257

販売費及び一般管理費 377,159 508,380

営業利益又は営業損失（△） 67,464 △302,123

営業外収益

受取利息及び配当金 8,868 3,766

持分法による投資利益 － 6,760

その他 6,415 10,723

営業外収益合計 15,283 21,250

営業外費用

支払利息 5,567 －

為替差損 29,650 21,774

その他 5,261 5,894

営業外費用合計 40,478 27,668

経常利益又は経常損失（△） 42,269 △308,541

特別利益

固定資産売却益 9,026 12,294

関係会社株式売却益 17,396 199,920

その他 － 6,786

特別利益合計 26,422 219,002

特別損失

事業撤退損 － 16,709

減損損失 － 111,277

債権譲渡損 － 319,242

訂正関連損失引当金繰入額 28,800 －

訂正関連損失 － 15,000

貸倒引当金繰入額 － 103,540

その他 6,599 41,036

特別損失合計 35,399 606,806

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
33,293 △696,346

法人税、住民税及び事業税 328,338 6,134

法人税等合計 328,338 6,134

四半期純損失（△） △295,045 △702,480

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △287 △30

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △294,758 △702,450

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純損失（△） △295,045 △702,480

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △133,026 －

為替換算調整勘定 73,090 96,352

その他の包括利益合計 △59,936 96,352

四半期包括利益 △354,981 △606,128

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △354,610 △606,097

非支配株主に係る四半期包括利益 △370 △30

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

当社グループは、前連結会計年度まで継続して重要な経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上してお

り、当第２四半期連結累計期間においても重要な親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しております。従って、

継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が未だ存在している状況にあります。

当該重要事象等を解消し、または改善するため以下の対応策を講じてまいります。

（１）内部管理体制の改善

当社は、2021年8月7日付けで株式会社東京証券取引所より、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認めら

れたため、特設注意銘柄に指定されました。これを受け、一連の問題の原因分析を行い、改善策を取り纏めた上で内

部管理体制の改善を図ってまいりましたが、内部管理体制に関して更なる取り組みを必要とする状況が存在してお

り、これらの改善に向けた取り組みの進捗等について、なお確認する必要があると判断されたため、引き続き特設注

意市場銘柄の指定を受けております。このような状況を重く受け止め、内部管理体制の改善を経営の最重要課題とし

て取り組んでおります。

具体的な改善策につきましては、2022年10月28日付け適時開示「（開示事項の経過）改善計画・状況報告書(原因

の総括と再発防止策の進捗状況)に関するお知らせ」にて公表しております。

（２）財務基盤の改善、流動性資金の拡充

当社の主たる事業であった投資事業については縮小し、今後は証券事業及び貸金事業の業容拡大に取り組んでまい

ります。

　上記の対応策については実施途上であり、今後の事業環境や経済情勢によっては意図した効果が得られない可能性

もあるため、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
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（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　該当事項はありません。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

　　　　 当社は、当第２四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であるアジアインベストメントファンド

　　　 株式会社の全株式をGALLANTLION RESOURCES PTE. LTD.に譲渡したことに伴い、アジアインベストメントファンド

　　　 株式会社及びその子会社１社、孫会社１社、持分法適用会社２社を連結の範囲から除外しております。

（会計方針の変更）

　　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、投資事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。

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度まで継続して重要な経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、

当第２四半期連結累計期間においても重要な親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しております。従って、継続企

業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が未だ存在している状況にあります。

当該重要事象等を解消し、または改善するための対応策等につきまして、「四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記）」に記載しておりますが、その対応策については実施途上であり、今後の事業環境や

経済情勢によっては意図した効果が得られない可能性もあるため、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不

確実性が認められます。
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