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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）

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

22年3月期 5,894 △24.1 637 ― 496 ― 626 ―
21年3月期 7,771 53.7 △11,628 ― △11,935 ― △10,007 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 2.78 ― 25.0 6.2 10.8
21年3月期 △89.44 ― △153.9 △62.7 △149.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  13百万円

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 6,883 3,063 41.6 12.67
21年3月期 9,020 2,369 23.7 9.50

（参考） 自己資本   22年3月期  2,864百万円 21年3月期  2,137百万円

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 1,909 △37 △2,051 481
21年3月期 6,221 △2,343 △4,757 601

2.  配当の状況 

 

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）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,500 △17.2 200 △37.8 170 △32.5 170 △42.6 0.75

通期 6,000 1.8 650 1.9 600 20.9 600 △4.2 2.65
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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) 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） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 226,150,567株 21年3月期 225,150,567株
② 期末自己株式数 22年3月期  155,982株 21年3月期  152,345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）

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

22年3月期 2,655 △17.2 622 ― 550 ― 724 ―
21年3月期 3,206 66.5 △8,179 ― △8,392 ― △9,498 ―

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 3.22 ―
21年3月期 △84.89 ―

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 5,358 3,345 61.2 14.51
21年3月期 7,240 2,501 33.9 10.89

（参考） 自己資本 22年3月期  3,278百万円 21年3月期  2,451百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提と 
しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想値から大幅に変動する可能性があります。 
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(1）経営成績に関する分析 
 当連結会計年度（以下「当期」）における我が国経済は、雇用水準の悪化などを受け個人消費が振るわず、金融・
資本市場の低迷が長引くなど、世界規模の金融危機に端を発した不況の影響が続いております。 
 当社グループが事業を行う国内外の金融・不動産市場及び国内レジャー市場につきましても、好転の兆しはあるも
のの、依然として厳しい状況でございました。 
 このような事業環境のもと、当社グループは、日本と中国をつなぐマーチャント・バンキング事業をコア事業に位
置づけ、日本及び中国における事業提携先の開拓や、日本企業の中国進出サポートの第１号案件を組成するなど、新
しい事業展開をスタートさせております。 
 また、前期に引き続き、積極的な投資回収、これに伴う有利子負債の削減、並びに徹底したコスト削減などの経営
合理化に取り組んでいまいりました。 
 この結果、当期の当社グループの業績は、売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益 百万円（前年
同期は営業損失 百万円）、経常利益 百万円（前年同期は経常損失 百万円）、当期純利益 百万円
（前年同期は当期純損失 百万円）となり、前期の大幅な損失から、黒字回復を果たしました。また、販売費及
び一般管理費は 百万円となり、前年同期比 百万円減少いたしました。 
  
 事業の種類別セグメントの概況・業績は以下の通りであります。 
  
（マーチャント・バンキング事業） 
 当事業セグメントにおいては、国内外の企業及び不動産向けの投融資及びM&A等のアドバイザリー業務を営んでお
ります。 
 当期においては、投資回収が計画通りに進捗し、国内企業投資において 百万円、海外企業投資において 百万
円の投資回収他による収益が実現した結果、売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益 百万円（前年
同期は営業損失 百万円）となりました。 
  
（ホスピタリティ＆ウェルネス事業） 
 当事業セグメントにおいては、ホテル等の宿泊施設及びボウリング場等のスポーツ施設の運営、並びに公営施設の
運営受託などを行っております。 
 当期においては、新型インフルエンザ問題の影響によりホテル部門の収入が一時的に落ち込んだことや、長引く景
気低迷でレジャー需要が振るわなかったことなどから、売上高 百万円（前年同期比 ％減）となりました
が、公営施設の受託事業が黒字転換したことや各事業拠点における徹底したコスト圧縮の効果により、営業利益 百
万円（前年同期は営業損失１百万円）と黒字回復いたしました。 
  
（次期の見通し） 
 当社グループは、前期から取り組んできた事業・財務両面での抜本的なリストラクチャリングの効果により、業績
の回復を早期に実現することができました。 
 次期（平成23年3月期）の業績につきましても、日本経済がゆるやかな回復傾向にあり、また中国経済が持続的に
成長する中で、マーチャント・バンキング事業において、投資回収による収益が引き続き堅調に推移し、M&Aアドバ
イザリーなどによる手数料収益が増加すること、またホスピタリティ＆ウェルネス事業が一段の業績回復を見せるこ
となどを想定しており、連結で売上高 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百万円、当期純利益 百万円
を見込んでおります。 
 今後とも、当社グループでは、コスト圧縮などの取り組みを継続するとともに、収益基盤の強化をさらに進めてい
くことにより、ステークホルダーの皆様に貢献できますよう努めてまいる所存であります。 
  

１．経営成績

5,894 24.1 637
11,628 496 11,935 626

10,007
2,581 622

95 774
2,765 33.7 970

10,912

3,311 14.6
17

6,000 650 600 600
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(2）財政状態に関する分析 
①資産、負債及び純資産の状況  
（総資産） 
 当連結会計年度末の総資産は、投資回収を積極的に進めたことなどにより、前連結会計年度末と比較して
百万円減の 百万円となりました。総資産の主な変動要因は、以下の通りであります。 
a. 現金及び預金の減少 百万円 
b. 投資回収等により営業投資有価証券の減少 百万円 
c. 販売用不動産の売却、評価減及び保有目的の変更等による減少 百万円 

（負 債） 
 当連結会計年度末の負債合計は、前期末と比較して 百万円減の 百万円となりました。主な変動要因
は、以下の通りであります。 
a. 長期借入金（１年内返済予定を含む）の約定返済及び投資回収に伴う返済による減少 百万円 
b. 預り金の減少 百万円 
c. 当期末に税効果を見直したことによる繰延税金負債の取崩し 百万円 

（純資産） 
 当連結会計年度末の純資産合計は前期末と比較して 百万円増の 百万円となりました。主な変動要因は、
以下の通りであります。 
a. 無償減資の実施に伴い資本金 百万円、資本剰余金 万円を取崩し利益剰余金に振替 
b. 新株予約権の行使により資本金 百万円、資本準備金 百万円がそれぞれ増加 
c. 当連結会計年度の当期純利益 百万円による利益剰余金の増加 
 なお、当連結会計年度末の自己資本は 百万円、自己資本比率は ％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は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少し、当連結会計年度末
には 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、以下の通りであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動によるキャッシュ・フローは 百万円の収入（前連結会計年度は 百万円の収入）となりまし
た。 
 収支の主な内訳は、積極的な投資回収による営業投資有価証券の減少 百万円、たな卸資産の減少 百万円
などであります。 
（投資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は 百万円の支出（前連結会計年度は 百万円の支出）となりました。 
 収支の主な内訳は、敷金及び保証金の回収による収入 百万円、預り敷金及び保証金の減少による支出 百万円
などであります。 
（財務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は 百万円の支出（前連結会計年度は 百万円の支出）となりました。
 収支の主な内訳は、短期借入金の減少による支出 百万円、長期借入金の返済による支出 百万円、新株予
約権の発行及び行使による収入 百万円などであります。  
   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
 当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な施策の一つとして位置づけ、将来における安定的な企業
成長と経営環境の変化への対応のために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を継
続的に行うことを基本方針としております。 
 当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除
き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」旨定款に定めており、中間配当と期末配当の年２回の
剰余金の配当を行う方針であります。 
 当期（平成22年３月期）につきましては、経営環境の先行きが不透明な中、財務基盤をさらに強化すべく内部留保
資金の確保に努めているため、誠に遺憾ではありますが、中間配当に引き続き、期末配当を無配とさせていただきま
す。 
 次期（平成23年３月期）につきましても同様の理由により中間配当、期末配当とも無配とさせていただく予定であ
りますが、今後、経営成績及び財政状態を勘案し、利益水準に見合った配当を早期に再開したいと考えております。

2,136
6,883

119
1,409

385

2,831 3,819

2,057
322

188

694 3,063

1,545 3,344
20 20
626

2,864 41.6

119
481

1,909 6,221

1,425 199

37 2,343
55 57

2,051 4,757
43 2,057

58
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 当グループは、当社、連結子会社である株式会社MBKオペレーターズ、AI・ダイニングファンド投資事業有限責任組
合及び上海亜賽特投資諮詢有限公司の計４社で構成されており、主な事業として、国内外の企業又は不動産向け投融資
を行うマーチャント・バンキング事業、及びホテルやスポーツ施設等の運営を行うホスピタリティ＆ウェルネス事業を
営んでおります。 
  
（マーチャント・バンキング事業 ） 
 当事業部門は、主に当社が事業運営を担っております。なお、ＡＩ・ダイニングファンド投資事業有限責任組合は特
定の投資案件に関するＳＰＣであり、上海亜賽特投資諮詢有限公司は当社の中華人民共和国における営業拠点でありま
す。 
  
（ホスピタリティ＆ウェルネス事業） 
 当事業部門は、株式会社MBKオペレーターズが担っており、ホテル日航茨木大阪（大阪府茨木市）、ホテルJALシティ
松山（愛媛県松山市）、土岐グランドボウル（岐阜県土岐市）など、全国各地にあるホテル等の宿泊施設及びボウリン
グ場等のスポーツ施設の運営・管理を行っております。 
  
 事業の系統図は、次の通りであります。  
   

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 
 平成21年３月期決算短信（平成21年５月15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.mbkworld.co.jp/irinfo/index.html 
（大阪証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 
http://www.ose.or.jp/listed/ind_jk.html 
  

(2）目標とする経営指標 
 同上 
  
(3）中長期的な会社の経営戦略 
 同上 
  
(4）会社の対処すべき課題 
 当社グループは、財務基盤の強化及び持続的な事業成長を実現するための重要課題として、以下の５つの事項を挙
げ、取り組んでおります。 
 ① コンサルティング及びアレンジメント事業による収益基盤の強化 
 ② 営業投融資事業における収益確保と適切なリスク管理 
 ③ コスト削減など経営合理化の追求 
 ④ 専門知識や豊富な経験を持った人材の確保・育成・組織化 
 ⑤ 事業成長に必要な資金の確保 
 また、併せまして、当社グループ全体のコンプライアンス体制、リスク管理体制の強化をさらに進め、引き続き経
営の健全性確保に努めてまいります。 
  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

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   
現金及び預金 601,394 481,402 
売掛金 137,976 116,667 
営業投資有価証券 ※2  3,112,801 ※2  1,703,141 

販売用不動産 － ※2, ※3  57,900 

商品及び製品 － 4,054 
原材料及び貯蔵品 － 25,613 
たな卸資産 ※2, ※4  476,075 － 
その他 231,441 161,465 
貸倒引当金 － △1,052 
流動資産合計 4,559,690 2,549,192 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） ※2  633,428 ※2, ※3  784,457 

信託建物（純額） ※2  1,776,757 ※2  1,721,947 

機械装置及び運搬具（純額） 34,568 － 
工具、器具及び備品（純額） 209,468 ※3  192,571 

土地 ※2  833,408 ※2, ※3  846,986 

信託土地 ※2  773,000 ※2  773,000 

その他（純額） 55,891 78,857 
減損損失累計額 △267,637 △349,682 
有形固定資産合計 ※1  4,048,885 ※1  4,048,138 

無形固定資産   
その他 8,420 5,424 

無形固定資産合計 8,420 5,424 

投資その他の資産   
投資有価証券 71,686 27,445 
長期貸付金 151,021 138,840 
敷金及び保証金 128,183 72,481 
破産更生債権等 6,000 5,340 
その他 52,332 41,931 
貸倒引当金 △6,000 △5,340 
投資その他の資産合計 403,223 280,698 

固定資産合計 4,460,529 4,334,261 

資産合計 9,020,220 6,883,453 
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（単位：千円）

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   
買掛金 144,240 119,295 
短期借入金 ※2  850,000 ※2  806,575 

1年内返済予定の長期借入金 ※2  976,800 ※2  420,696 

未払費用 176,015 202,080 
預り金 335,651 － 
未払法人税等 14,896 10,557 
賞与引当金 21,127 － 
その他 190,401 107,232 
流動負債合計 2,709,133 1,666,437 

固定負債   
社債 ※2  600,000 ※2  600,000 

長期借入金 ※2  2,892,000 ※2  1,390,200 

繰延税金負債 191,325 2,569 
長期リース資産減損勘定 104,861 72,779 
負ののれん － 3,089 
その他 153,409 84,553 
固定負債合計 3,941,597 2,153,191 

負債合計 6,650,730 3,819,629 

純資産の部   
株主資本   
資本金 4,290,724 2,765,732 
資本剰余金 3,344,785 20,849 
利益剰余金 △5,202,559 308,010 
自己株式 △23,041 △23,159 
株主資本合計 2,409,910 3,071,433 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △270,496 △209,358 
繰延ヘッジ損益 － － 
為替換算調整勘定 △1,702 2,226 
評価・換算差額等合計 △272,199 △207,132 

新株予約権 49,838 66,694 
少数株主持分 181,939 132,829 
純資産合計 2,369,489 3,063,824 

負債純資産合計 9,020,220 6,883,453 
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（２）連結損益計算書 
（単位：千円）

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) 

売上高 7,771,124 5,894,574 
売上原価 16,195,591 2,675,640 
売上総利益又は売上総損失（△） △8,424,467 3,218,933 

販売費及び一般管理費 ※1  3,204,139 ※1  2,581,289 

営業利益又は営業損失（△） △11,628,607 637,643 

営業外収益   
受取利息 6,792 3,481 
受取配当金 14,865 － 
還付加算金 14,943 － 
負ののれん償却額 － 189 
持分法による投資利益 13,992 － 
その他 18,498 7,710 
営業外収益合計 69,093 11,381 

営業外費用   
支払利息 183,978 122,800 
社債利息 14,557 14,709 
株式交付費 20,594 － 
為替差損 38,083 － 
支払手数料 44,553 － 
その他 74,414 15,349 
営業外費用合計 376,182 152,858 

経常利益又は経常損失（△） △11,935,695 496,167 

特別利益   
過年度損益修正益 － 25,091 
賞与引当金戻入額 － 18,632 
固定資産売却益 ※4  40,691 － 
社債償還益 1,432,000 － 
債務免除益 512,513 － 
その他 73,852 5,177 
特別利益合計 2,059,057 48,901 

特別損失   
固定資産除却損 － ※2  12,454 

固定資産売却損 ※3  738,562 － 
減損損失 ※5  1,134,599 ※5  97,432 

その他 61,998 447 

特別損失合計 1,935,160 110,334 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） △11,811,799 434,733 

法人税、住民税及び事業税 8,418 5,535 
過年度法人税等戻入額 － △4,708 
法人税等調整額 1,338,121 △188,756 
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（単位：千円）

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) 

法人税等合計 1,346,540 △187,929 

少数株主損失（△） △3,150,591 △3,433 
当期純利益又は当期純損失（△） △10,007,748 626,097 
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（３）連結株主資本等変動計算書 
（単位：千円）

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 3,719,288 4,290,724 
当期変動額   
新株の発行（新株予約権の行使） － 20,849 
新株の発行 571,436 － 
減資 － △1,545,841 
当期変動額合計 571,436 △1,524,992 

当期末残高 4,290,724 2,765,732 

資本剰余金   
前期末残高 2,916,208 3,344,785 
当期変動額   
新株の発行（新株予約権の行使） － 20,849 
新株の発行 428,577 － 
減資 － 1,545,841 
欠損填補 － △4,890,627 
当期変動額合計 428,577 △3,323,935 

当期末残高 3,344,785 20,849 

利益剰余金   
前期末残高 4,949,690 △5,202,559 
当期変動額   
欠損填補 － 4,890,627 
当期純利益又は当期純損失（△） △10,007,748 626,097 
新規連結に伴う剰余金増加額 － △2,766 
連結除外に伴う剰余金減少額 △103,339 △3,388 
剰余金の配当 △41,075 － 
自己株式の処分 △86 － 
当期変動額合計 △10,152,249 5,510,569 

当期末残高 △5,202,559 308,010 

自己株式   
前期末残高 △22,845 △23,041 
当期変動額   
自己株式の取得 △420 △118 
自己株式の処分 224 － 

当期変動額合計 △195 △118 

当期末残高 △23,041 △23,159 

株主資本合計   
前期末残高 11,562,341 2,409,910 
当期変動額   
新株の発行（新株予約権の行使） － 41,699 
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（単位：千円）

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) 

新株の発行 1,000,013 － 
剰余金の配当 △41,075 － 
当期純利益又は当期純損失（△） △10,007,748 626,097 
新規連結に伴う剰余金増加額 － △2,766 
連結除外に伴う剰余金減少額 △103,339 △3,388 
自己株式の取得 △420 △118 
自己株式の処分 138 － 
当期変動額合計 △9,152,431 661,523 

当期末残高 2,409,910 3,071,433 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 △661,845 △270,496 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 391,348 61,137 
当期変動額合計 391,348 61,137 

当期末残高 △270,496 △209,358 

繰延ヘッジ損益   
前期末残高 △20,031 － 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,031 － 

当期変動額合計 20,031 － 

当期末残高 － － 

為替換算調整勘定   
前期末残高 △11,383 △1,702 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,681 3,928 
当期変動額合計 9,681 3,928 

当期末残高 △1,702 2,226 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 △693,260 △272,199 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 421,061 65,066 
当期変動額合計 421,061 65,066 

当期末残高 △272,199 △207,132 

新株予約権   
前期末残高 89,353 49,838 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △39,515 16,855 
当期変動額合計 △39,515 16,855 

当期末残高 49,838 66,694 
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（単位：千円）

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) 

少数株主持分   
前期末残高 3,751,137 181,939 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,569,197 △49,110 
当期変動額合計 △3,569,197 △49,110 

当期末残高 181,939 132,829 

純資産合計   
前期末残高 14,709,572 2,369,489 
当期変動額   
新株の発行（新株予約権の行使） － 41,699 
新株の発行 1,000,013 － 
剰余金の配当 △41,075 － 
当期純利益又は当期純損失（△） △10,007,748 626,097 
新規連結に伴う剰余金増加額 － △2,766 
連結除外に伴う剰余金減少額 △103,339 △3,388 
自己株式の取得 △420 △118 
自己株式の処分 138 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,187,651 32,811 
当期変動額合計 △12,340,082 694,335 

当期末残高 2,369,489 3,063,824 

13



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

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（△） △11,811,799 434,733 

減価償却費 191,005 116,703 
賞与引当金の増減額（△は減少） 3,154 △21,127 
減損損失 1,134,599 97,432 
受取利息及び受取配当金 △21,658 △3,481 
支払利息 198,535 137,509 
有形固定資産除却損 3,509 12,454 
為替差損益（△は益） 106 － 
新株予約権戻入益 △50,810 － 
社債償還益 △1,432,000 － 
債務免除益 △512,513 － 
持分法による投資損益（△は益） △13,992 － 
有形固定資産売却損益（△は益） 697,871 － 
関係会社清算損 11,976 － 
投資有価証券売却損益（△は益） 17,138 － 
関係会社株式売却損益（△は益） 23,655 － 
売上債権の増減額（△は増加） △5,283 21,309 
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,470,231 199,975 
未収入金の増減額（△は増加） 16,804 － 
営業投資有価証券の増減額（△は増加） 11,699,334 1,425,121 
営業貸付金の増減額（△は増加） 3,506,029 － 
仕入債務の増減額（△は減少） 30,901 △24,945 
未払金の増減額（△は減少） 93,354 △70,833 
預り金の増減額（△は減少） 321,459 △322,187 
未収消費税等の増減額（△は増加） － 67,680 
未払消費税等の増減額（△は減少） △1,251 22,096 
その他 △104,581 △38,434 

小計 5,465,778 2,054,006 

利息及び配当金の受取額 21,658 4,769 
利息の支払額 △161,340 △147,497 
法人税等の還付額 1,080,022 7,078 
法人税等の支払額 △184,702 △8,748 
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,221,416 1,909,608 
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（単位：千円）

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   
投資有価証券の取得による支出 △2,162,250 － 
投資有価証券の売却による収入 2,197,892 － 
有形固定資産の取得による支出 △2,701,277 △18,120 
有形固定資産の売却による収入 348,084 － 
関係会社株式の取得による支出 △85,500 △17,445 
関係会社株式の売却による収入 62,413 － 
出資金の回収による収入 52,502 － 
預り敷金保証金の減少額 △52,080 △57,679 
敷金及び保証金の差入による支出 △24,673 － 
敷金及び保証金の回収による収入 15,101 55,902 
その他 5,906 △125 
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,343,881 △37,468 

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） △3,356,000 △43,424 
長期借入れによる収入 1,500,000 － 
長期借入金の返済による支出 △1,266,125 △2,057,903 
社債の償還による支出 △2,593,000 － 
新株予約権の発行による収入 － 18,695 
新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 40,000 
株式の発行による収入 1,000,013 － 
自己株式の処分による収入 26 － 
自己株式の取得による支出 △307 － 
配当金の支払額 △42,411 － 
その他 － △9,014 
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,757,804 △2,051,646 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △106 △204 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △880,375 △179,711 

現金及び現金同等物の期首残高 1,758,812 ※1  601,394 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 △277,041 59,719 
現金及び現金同等物の期末残高 ※1  601,394 ※1  481,402 
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 該当事項はありません。 
  
  

（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

（6）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）連結子会社の数及び名称 
連結子会社の数   ２社 

(１）連結子会社の数及び名称 
連結子会社の数   ３社 

  
  

連結子会社の名称 
株式会社アセット・オペレーター
ズ 
ＡＩ・ダイニングファンド投資事
業有限責任組合 

連結子会社の名称 
株式会社MBKオペレーターズ（旧社
名 株式会社アセット・オペレータ
ーズ） 
ＡＩ・ダイニングファンド投資事
業有限責任組合 
上海亜賽特投資諮詢有限公司  

  
  

――――――――――――― 連結子会社の増加した理由 
 上海亜賽特投資諮詢有限公司は、
前連結会計年度において非連結子会
社でありましたが、中国関連事業の
重要性が増していることから、当連
結会計年度より新たに連結の範囲に
含めております。 

  
  

連結子会社の減少した理由 
 前連結会計年度において連結子会
社でありました佛山市南海新日紡紡
織服飾有限公司、エーアイ・バリュ
ー・パートナーズ投資事業有限責任
組合、有限会社エンプレオ、株式会
社エー・エル・ティー・ホールディ
ングス及び有限会社ネモフィラにつ
いては、清算または解散等したた
め、連結の範囲から除外しておりま
す。また、エストレア投資事業有限
責任組合は重要性が低くなったた
め、連結の範囲から除外しておりま
す。 

――――――――――――― 
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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) 

  
  

(２）主要な非連結子会社の名称等 
上海亜賽特投資諮詢有限公司 
株式会社アセット・ジェイシー 
株式会社アセット・ジェイシーワイ 

(２）主要な非連結子会社の名称等 
MBK Asia Limited  
株式会社アセット・ジェイシーワイ 
合同会社MBKワールドマネジメント 

  
  

非連結子会社の増加した理由 
 上海亜賽特投資諮詢有限公司は
従来当社親会社でありましたアセ
ット・マネジャーズ・ホールディ
ングス株式会社からの譲渡によ
り、また、株式会社アセット・ジ
ェイシーワイは当連結会計年度に
おいて新たに設立したことにより
子会社となっております。なお、
株式会社アセット・ジェイシー
は、有限会社エストレアから商号
を変更しております。 

非連結子会社の増加した理由 
 MBK Asia Limited及び合同会社
MBKワールドマネジメントは、当連
結会計年度において新たに設立し
たことにより子会社となっており
ます。 

  
  

非連結子会社の減少した理由 
 前連結会計年度において非連結
子会社でありました有限会社エー
アイ・バリュー・パートナーズ
は、解散等したため、子会社でな
くなっております。また、有限責
任中間法人ポラリスは、持分の売
却を行ったため、連結の範囲から
除いております。 

非連結子会社の減少した理由 
 上海亜賽特投資諮詢有限公司
は、当連結会計年度より新たに連
結の範囲に含めております。ま
た、株式会社アセット・ジェイシ
ーは、当連結会計年度に解散いた
しました。 

  
  

連結の範囲から除いた理由 
 非連結子会社３社は、いずれも
小規模会社であり、合計の総資
産、売上高、当期純損益及び利益
剰余金(持分に見合う額)等は、い
ずれ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。 

連結の範囲から除いた理由 
 非連結子会社３社は、いずれも
小規模会社であり、合計の総資
産、売上高、当期純損益及び利益
剰余金(持分に見合う額)等は、い
ずれ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）他の会社等の議決権の過半数を自己
の計算において所有しているにもか
かわらず子会社としなかった当該他
の会社等の名称 
該当事項はありません。 

(３）他の会社等の議決権の過半数を自己
の計算において所有しているにもか
かわらず子会社としなかった当該他
の会社等の名称 

同左 
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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) 

２. 持分法の適用に関する事
項 

(１）持分法適用の関連会社の数及び名称 
持分法適用の関連会社の数 １社 

(１）持分法適用の関連会社の数及び名称 
持分法適用の関連会社はありません。 

  
  

持分法適用の関連会社の名称 
Asset Managers(Asia)
Investment LTD. 

  

  
  

持分法適用の関連会社の減少した理
由 
 Sino-JP Asset Management 
Co.,Ltd.及びかなえキャピタル株
式会社は、持分の売却により、持
分法適用の範囲から除外しており
ます。 
 Asset Managers(Asia)Trustは、
持分に応じた損益の取込み方法を
変更したため、持分法適用の範囲
から除外しております。 

持分法適用の関連会社の減少した理
由 
 Asset Managers(Asia)
Investment LTD.は、重要性が低下
したため、持分法適用の範囲から
除外しております。 

  
  

(２）持分法を適用していない関連会社の
うち主要な会社等の名称 
 該当事項はありません。 

(２）持分法を適用していない関連会社の
うち主要な会社等の名称 

同左 

  
  

(３）持分法の適用の手続について特に記
載する必要があると認められる事項 
 持分法適用会社のうち、決算日が
異なっております会社につきまして
は、当該会社の事業年度に係る財務
諸表を使用しております。 

(３）持分法の適用の手続について特に記
載する必要があると認められる事項 
該当事項はありません。 

３. 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 株式会社アセット・オペレーターズの決
算日は３月31日であります。 
 ＡＩ・ダイニングファンド投資事業有限
責任組合の決算日は12月31日であります。 
 連結財務諸表作成に当たっては、これら
の会社については同決算日現在の財務諸表
を使用しております。ただし、連結決算日
までの期間に発生した重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っております。 

 株式会社MBKオペレーターズの決算日は
３月31日であります。 
 AI・ダイニングファンド投資事業有限責
任組合及び上海亜賽特投資諮詢有限公司の
決算日は12月31日であります。 
 連結財務諸表作成に当たっては、これら
の会社については同決算日現在の財務諸表
を使用しております。ただし、連結決算日
までの期間に発生した重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っております。 
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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) 

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 
 決算日の市場価格等に基づく時
価法(評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平
均法により算定) 

(イ) 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 

  
  
  

時価のないもの 
移動平均法による原価法 
 投資事業組合等への出資金につ
いては、「(５)その他財務諸表作
成のための基本となる重要な事項
（ニ）投資事業組合等の会計処
理」に記載しております。 

時価のないもの 
同左 

  

  
  

(ロ）デリバティブ 
時価法 

(ロ) デリバティブ 
同左 

  
  
  

(ハ）たな卸資産 
商品、貯蔵品 
最終仕入原価法による原価法  
（貸借対照表価額は、収益性の
低下に基づく簿価切り下げの方
法により算定） 

(ハ) たな卸資産 
同左  

  
  

販売用不動産 
 個別法による原価法  
（貸借対照表価額は、収益性の
低下に基づく簿価切り下げの
方法により算定） 
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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) 

(２）重要な減価償却資産
の減価償却の方法 

(イ) 有形固定資産（リース資産を除く） 
定額法 

(イ) 有形固定資産（リース資産を除く） 
同左 

   なお主な耐用年数は以下のとおり
であります。 

 なお主な耐用年数は以下のとおり
であります。 

  建  物 32年～50年

機械装置 ５年～10年

建物及び構築物 10年～47年

信託建物  34年 

機械装置及び運搬具 ５年～10年

工具、器具及び備品 ３年～10年

  
  

(ロ) 無形固定資産（リース資産を除く） 
 自社利用のソフトウェアについて
は、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっておりま
す。 

(ロ) 無形固定資産（リース資産を除く） 
同左 

  
  

(ハ) リース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法を採用してお
ります。 
 なお、所有権移転外ファイナン
ス・リース取引のうち、リース取引
開始日が平成20年３月31日以前のリ
ース取引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理に
よっております。 

(ハ) リース資産 
同左 
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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) 

(３）重要な引当金の計上
基準 

(イ）貸倒引当金 
 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備
えるため、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勘案
し、回収不能見込額を計上しておりま
す。 

貸倒引当金 
同左 

  
  

(ロ）賞与引当金 
 一部の国内連結子会社では従業員に
対して支給する賞与の支出に充てるた
め、支給見込額に基づき当連結会計年
度負担額を計上しております。 

――――――――――――― 

(４）重要なヘッジ会計の
方法 

  

(イ）ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理によっております。
なお、金利スワップの特例処理の対象
となる取引については特例処理を採用
しております。 

(イ）ヘッジ会計の方法 
同左 

  
  

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段…金利スワップ 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

  ヘッジ対象…借入金   

  
  

(ハ）ヘッジ方針 
 当社の内部規定に基づき営業活動及
び財務活動における金利変動リスクを
ヘッジしております。 

(ハ）ヘッジ方針 
同左 

  
  

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 
 ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動
の累計額を比較し、両者の変動額を基
礎にして判断しております。但し、特
例処理の対象となる金利スワップにつ
いては、有効性の評価を省略しており
ます。 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 
同左 
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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) 

(５）その他連結財務諸表
作成のための基本と
なる重要な事項 

(イ）消費税等の会計処理 
 消費税等の会計処理は税抜方式によ
っています。なお、控除対象外消費税
等については長期前払費用(その他投資
その他の資産)に計上し、５年間で均等
償却を行っております。 

(イ）消費税等の会計処理 
同左 

  
  

(ロ）自社ファンドへ譲渡した不動産につ
いての会計処理 
 自社ファンドへ譲渡した不動産につ
いては、売却損益を純額で売上高に計
上しております。 

―――――――――――――  

  
  

(ハ）営業投融資の会計処理 
 当社グループが営業投資目的で行う
投融資(営業投融資)については、営業
投資目的以外の投融資とは区分して
「営業投資有価証券」及び「営業貸付
金」として「流動資産の部」にまとめ
て表示しております。また、営業投融
資から生ずる損益は、営業損益として
表示することとしております。なお、
株式等の所有により、営業投資先の意
思決定機関を支配している要件及び営
業投資先に重要な影響を与えている要
件を満たすこともありますが、その所
有目的は営業投資であり、傘下に入れ
る目的で行われていないことから、当
該営業投資先は、子会社及び関連会社
に該当しないものとしております。 

(ロ）営業投融資の会計処理 
同左 

  
  

(ニ）投資事業組合等の会計処理 
 当社グループは投資事業組合等の会
計処理を行うに際して、投資事業組合
等の財産の持分相当額を「営業投資有
価証券」「投資有価証券」（以下「組
合等出資金」という。）として計上し
ております。投資事業組合等への出資
時に組合等出資金を計上し、投資事業
組合等から分配された損益について
は、損益の純額に対する持分相当額を
売上高として計上するとともに同額を
組合等出資金に加減し、営業者からの
出資金の払戻については組合等出資金
を減額させております。 

(ハ）投資事業組合等の会計処理 
同左 
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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) 

５. 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法に
ついては、全面時価評価法を採用しており
ます。 

同左 

６. のれん及び負ののれんの
償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について
は、５年間の均等償却を行っております。 

同左 

７. 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲 

 手許資金、随時引き出し可能な預金及び
容易に換金可能であり、かつ、価値の変動
について僅少なリスクしか負わない取得日
から３ヶ月以内に償還期限が到来する短期
投資からなっております。 

同左 

（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

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) 

（たな卸資産に関する会計基準） 
 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従
来、商品、貯蔵品については最終仕入原価法、販売用不
動産については個別法による原価法によっておりました
が、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計
基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適
用されたことに伴い、主として同様の原価法によるもの
の、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定しております。この結果、従
来の方法によった場合と比べて、売上総損失、営業損
失、経常損失、税金等調整前当期純損失及び当期純損失
の増加額は、それぞれ26,134千円であります。 

  
――――――――――――― 

（リース取引に関する会計基準） 
 当連結会計年度から「リース取引に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号 平成19年
３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針
第16号 平成19年３月30日改正）を適用しております。 
 これによる、売上総損失、営業損失、経常損失、税金
等調整前当期純損失及び当期純損失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) 

（連結貸借対照表） 
 前連結会計年度において有形固定資産の「その他（純
額）」に含めておりました「工具、器具及び備品（純
額）」（前連結会計年度257,431千円）については、重
要性が高まったため、当連結会計年度より区分掲記する
方法に変更しております。 
 前連結会計年度において投資その他の資産の「その
他」に含めておりました「敷金及び保証金」（前連結会
計年度117,817千円）については、重要性が高まったた
め、当連結会計年度より区分掲記する方法に変更してお
ります。 
 前連結会計年度において流動負債の「その他」に含め
ておりました「未払費用」（前連結会計年度172,705千
円）については、重要性が高まったため、当連結会計年
度より区分掲記する方法に変更しております。 
 前連結会計年度において流動負債の「その他」に含め
ておりました「預り金」（前連結会計年度14,217千円）
については、重要性が高まったため、当連結会計年度よ
り区分掲記する方法に変更しております。 

（連結貸借対照表） 
 前連結会計年度において「たな卸資産」として一括し
て掲記しておりました「販売用不動産」「商品及び製
品」及び「原材料及び貯蔵品」については、当連結会計
年度より、それぞれ区分掲記する方法に変更しておりま
す。 
 前連結会計年度において区分掲記しておりました有形
固定資産の「機械装置及び運搬具（純額）」（当連結会
計年度30,237千円）については、金額が僅少なため「そ
の他（純額）」に含めて表示しております。 
 前連結会計年度において区分掲記しておりました流動
負債の「預り金」（当連結会計年度13,464千円）につい
ては、金額が僅少なため「その他」に含めて表示してお
ります。 

――――――――――――― （連結損益計算書） 
 前連結会計年度において区分掲記しておりました営業
外費用の「為替差損」（当連結会計年度231千円）、
「支払手数料」（当連結会計年度262千円）及び「固定
資産売却損」（当連結会計年度447千円）については、
金額が僅少なため「その他」に含めて表示しておりま
す。  

――――――――――――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 
 前連結会計年度において区分掲記しておりました営業
活動によるキャッシュ・フローの「為替差損益（△は
益）」、「有形固定資産売却損益（△は益）」、「未収
入金の増減額（△は増加）」及び「敷金及び保証金の差
入による支出」については、重要性がないため「その
他」に含めて表示しております。 
 前連結会計年度において区分掲記しておりました投資
活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の売却
による収入」については、重要性がないため「その他」
に含めて表示しております。 
 前連結会計年度において区分掲記しておりました財務
活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取得によ
る支出」及び「配当金の支払額」については、重要性が
ないため「その他」に含めて表示しております。  
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（8）注記事項
（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 327,388千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 440,361千円 

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

営業投資有価証券 2,246,747千円 

たな卸資産（販売用不動産） 443,718  

建 物 336,406  

信託建物 1,776,757  

土 地 818,408  

信託土地 773,000  

 計 6,395,038  

営業投資有価証券 1,354,797千円 

販売用不動産 57,900  

建 物 515,134  

信託建物 1,721,947  

土 地 846,986  

信託土地 773,000  

 計 5,269,765  

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

短期借入金 850,000千円 
１年以内返済予定の長期借入金 876,800  
社 債 600,000  

長期借入金 2,842,000  

 計 5,168,800  

短期借入金 756,575千円 
１年以内返済予定の長期借入金 370,696  
社 債 600,000  

長期借入金 1,390,200  

 計 3,117,472  

――――――――――――― ※３ 販売用不動産等の保有目的の変更 
 前連結会計年度末まで、たな卸資産（販売用不動
産）として計上していた資産の一部について、当連結
会計年度において保有目的を変更したため、下記の通
り建物及び構築物（純額）及び土地に振替えておりま
す。 

 前連結会計年度末まで、有形固定資産の建物及び構
築物（純額）、工具、器具及び備品（純額）、及び土
地として計上していた資産の一部について、当連結会
計年度において保有目的を変更したしたため、下記の
通り販売用不動産に振替えております。 

建物及び構築物（純額） 185,953千円 

土 地 28,577千円 

販売用不動産 25,998千円 

※４ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 
販売用不動産 443,718千円 

商品及び製品 3,122  

原材料及び貯蔵品 29,234  

 計 476,075  

――――――――――――― 
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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 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
次のとおりであります。 

給料手当 932,135千円 

賃借料 259,092  

支払手数料 515,285  

賞与引当金繰入 21,127  

貸倒引当金繰入 6,000  

給料手当 790,117千円 

貸倒引当金繰入 3,242  

――――――――――――― ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  建物及び構築物 7,841千円 

工具、器具及び備品 4,610  

その他有形固定資産 1  

計 12,454  

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ――――――――――――― 

建物及び構築物 423,832千円 

機械装置及び運搬具 5,634  

土地 288,063  

その他有形固定資産 21,031  

計  738,562  

  

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。  ――――――――――――― 

 土地  39,691千円 

 その他有形固定資産  1,000  

計  40,691  
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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) 

※５ 減損損失 
 当連結会計年度において、当社グループは以下の資
産グループ及び遊休資産について減損損失を計上しま
した。 

 当社グループは、原則として、事業用資産について
は事業所を基準としてグルーピングを行っており、遊
休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っ
ております。 
 茨城県坂東市、静岡県浜松市及び大阪府門真市の事
業所の業績低迷または撤退により同事業所に係る資産
グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、ま
た、大阪府茨木市にある事業の用に供していない遊休
資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少
額の合計を減損損失（ 千円）として特別損
失に計上しました。 
 その内訳は、茨城県坂東市 千円（建物及び
構築物 千円、機械装置及び運搬具 千円、
リース資産 千円、工具、器具及び備品
千円）、静岡県浜松市 千円（建物及び構築物

千円、機械装置及び運搬具 千円、土地
千円）、大阪府門真市 千円（建物及び

構築物 千円、工具、器具及び備品 千
円）、大阪府茨木市 千円（建物及び構築物

千円、リース資産 千円）であります。 
 茨城県坂東市の資産グループの回収可能価額は使用
価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを
％で割り引いて算定しております。 

 静岡県浜松市及び大阪府門真市の各資産グループ、
並びに大阪府茨木市にある事業の用に供していない遊
休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定して
おります。 

場所 用途 種類 

茨城県坂東市 
ボウリング場
等アミューズ
メント施設 

建物及び構築物 
機械装置及び運搬具 
工具、器具及び備品  
リース資産 

静岡県浜松市 ボウリング場施設 

建物及び構築物 
機械装置及び運搬具 
土 地 

大阪府門真市 バッティングセンター施設 
建物及び構築物 
工具、器具及び備品 

大阪府茨木市 遊休資産 建物及び構築物 
リース資産 

1,134,599

290,585
133,404 2,689
27,784 126,707

693,869
117,168 12,738
563,962 50,552

22,087 28,465
99,590

4,761 94,829

5.6

※５ 減損損失 
 当連結会計年度において、当社グループは以下の資
産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、原則として、事業用資産について
は事業所を基準としてグルーピングを行っており、遊
休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っ
ております。 
 茨城県坂東市の事業所の業績低迷により同事業所に
係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額の合計を減損損失（ 千円）とし
て特別損失に計上しました。 
 その内訳は、建物及び構築物 千円、工具器具
及び備品 千円、その他有形固定資産 千円、
リース資産 千円であります。 
 茨城県坂東市の資産グループのは回収可能価額は正
味売却価額により測定しております。 
  

場所 用途 種類 

茨城県坂東市 
ボウリング場
等アミューズ
メント施設 

建物及び構築物 
工具、器具及び備品  
その他有形固定資産  
リース資産  

97,432

47,695
39,168 329
10,239
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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） 
１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加 千株は、第三者割当増資による新株発行によるものであ
ります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の増加 千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
  
２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   （注）提出会社及び連結子会社の新株予約権は、全てストック・オプションとしての新株予約権であります。
また、連結子会社の新株予約権は、当該連結子会社が未公開会社であり、公正な評価単価または本源的
価値がないため、残高はありません。 

  
３. 配当に関する事項 
（１）配当金支払額 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度後となるもの。 
    該当事項はありません。 
  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末 
株式数（千株） 

 発行済株式        

   普通株式 （注）１  82,291  142,859 ―  225,150

     合計  82,291  142,859 ―  225,150

 自己株式         

   普通株式 （注）２  140  12 ―  152

     合計  140  12 ―  152

142,859

12

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当連結会計 
年度末残高 
（千円） 前連結会計 

年度末 
当連結会計 
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社 
ストック・オプション
としての新株予約権 

― ― ― ― ―  49,838

連結子会社 
ストック・オプション
としての新株予約権 

― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ―  49,838

決議 株式の種類 配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成20年５月13日
取締役会 

普通株式  41,075  0.50 平成20年３月31日 平成20年６月27日 
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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） 
１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加 千株は、新株予約権の行使による新株発行によるものであ
ります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
  
２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   （注）提出会社及び連結子会社の新株予約権は、全てストック・オプションとしての新株予約権であります。
また、連結子会社の新株予約権は、当該連結子会社が未公開会社であり、公正な評価単価または本源的
価値がないため、残高はありません。 

  
３. 配当に関する事項 
（１）配当金支払額 
   該当事項はありません。 
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度後となるもの。 
   該当事項はありません。 
  

  前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末 
株式数（千株） 

 発行済株式        

   普通株式 （注）１  225,150  1,000 ―  226,150

     合計  225,150  1,000 ―  226,150

 自己株式         

   普通株式 （注）２  152  3 ―  155

     合計  152  3 ―  155

1,000

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当連結会計 
年度末残高 
（千円） 前連結会計 

年度末 
当連結会計 
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社 
ストック・オプション
としての新株予約権 

― ― ― ― ―  66,694

連結子会社 
ストック・オプション
としての新株予約権 

― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ―  66,694
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成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 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
掲載されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
掲載されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 601,394千円 

現金及び現金同等物 601,394  

現金及び預金勘定 481,402千円 

現金及び現金同等物 481,402  

――――――――――――― ※２ 新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主
な内訳 
 当連結会計年度より重要性が増したため新たに連結
子会社とした上海亜賽特投資諮詢有限公司の資産及び
負債の主な内訳は次の通りであります。 

  流動資産 61,714千円 

固定資産 1,025  

資産合計 62,739  

流動負債 987  

固定負債 ―  

負債合計 987  
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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. 事業区分の方法 
事業は、当社グループの企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。 

２. 事業区分の変更  
当連結会計年度より、繊維事業の撤退に伴い金額が僅少になったことから「その他事業」の区分を廃止いた
しました。 

３. 各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容 

４. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

５. 資産のうち、消却又は全社の項目に含めた全社資産 

（セグメント情報）
ａ．事業の種類別セグメント情報

  

マーチャン
ト・バンキン
グ事業 
（千円） 

ホスピタリテ
ィ＆ウェルネ
ス事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 
（千円） 

連 結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

(１)外部顧客に対する売上高  3,894,779  3,876,344  7,771,124  ―  7,771,124

(２)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

 276,696  ―  276,696 ( )276,696  ―

計  4,171,475  3,876,344  8,047,820 ( )276,696  7,771,124

営業費用  15,083,814  3,878,077  18,961,891  437,839  19,399,731

営業損失  10,912,338  1,732  10,914,070 ( )714,536  11,628,607

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的
支出 

          

資産  5,867,167  3,092,632  8,959,800  60,419  9,020,220

減価償却費  106,285  76,599  182,885  8,120  191,055

減損損失  99,590  1,035,008  1,134,599  ―  1,134,599

資本的支出  51,887  2,693,268  2,745,156  13,412  2,758,568

事業区分 主要業務及びサービス 

マーチャント・バンキング事業 
投融資業務（不動産、企業株式、企業向け貸付等）、投資ファン
ド運営業務、不動産賃貸業務、その他業務 

ホスピタリティ＆ウェルネス事業 
ホテル及びボウリング場等アミューズメント施設の運営、公営施
設の運営受託 

  当連結会計年度 
（千円） 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた 
配賦不能営業費用 

 714,536 当社の管理部門に係る費用であります。 

  当連結会計年度 
（千円） 主な内容 

消却又は全社の項目に含めた 
全社資産 

 130,076
当社での余資運用資金（現金及び投資有価
証券、管理部門に係る資産であります。） 
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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. 事業区分の方法 
事業は、当社グループの企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。 

２. 各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容 

３. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

４. 資産のうち、消却又は全社の項目に含めた全社資産 

  

マーチャン
ト・バンキン
グ事業 
（千円） 

ホスピタリテ
ィ＆ウェルネ
ス事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 
（千円） 

連 結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

(１)外部顧客に対する売上高  2,582,817  3,311,757  5,894,574  ―  5,894,574

(２)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

 182,685  ―  182,685 ( )182,685  ―

計  2,765,502  3,311,757  6,077,259 ( )182,685  5,894,574

営業費用  1,795,013  3,294,539  5,089,552  167,377  5,256,930

営業利益  970,488  17,218  987,706 ( )350,062  637,643

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的
支出 

     

資産  3,788,943  3,050,924  6,839,867  43,585  6,883,453

減価償却費  19,108  89,594  108,703  7,999  116,703

減損損失   60,676  36,756  97,432  ―  97,432

資本的支出  ―  12,986  12,986  5,370  18,356

事業区分 主要業務及びサービス 

マーチャント・バンキング事業 
国内外の企業及び不動産への投融資、M&Aアドバイザリー、投資フ
ァンドの組成・運営 

ホスピタリティ＆ウェルネス事業 
ホテル等宿泊施設及びボウリング場等スポーツ施設の運営・管
理、公営施設の運営受託 

  当連結会計年度 
（千円） 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた 
配賦不能営業費用 

 350,062
当社グループ本社管理部門に係る費用であ
ります。 

  当連結会計年度 
（千円） 主な内容 

消却又は全社の項目に含めた 
全社資産 

 52,616
オフィス設備、未収還付税金、前払利息な
ど当社グループ本社管理部門に係る資産で
あります。 
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前連結会計年度 （自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 
本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占
める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度 （自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 
本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占
める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．日本以外の区分に属する主な国又は地域  アジア…中国、香港、台湾 

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．日本以外の区分に属する主な国又は地域  アジア…中国、香港、台湾 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  1,206,247  1,206,247

Ⅱ 連結売上高(千円)  7,771,124  7,771,124

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) ％ 15.5 ％ 15.5

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  1,815,218  1,815,218

Ⅱ 連結売上高(千円)  5,894,574  5,894,574

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) ％ 30.8 ％ 30.8
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  （注） １株当たり当期純利益金額または１株当たり当期純損失金額、及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

（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） 

１株当たり純資産額 円 銭9 50

１株当たり当期純損失 円 銭89 44

 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 円 銭12 67

１株当たり当期純利益 円 銭2 78

 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、希薄効果を有している潜在株式が存在しな
いため記載しておりません。 

  
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) 

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金額または 
１株当たり当期純損失金額 

       

当期純利益または当期純損失 
(△)(千円) 

 △10,007,748  626,097

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益金額 
または当期純損失金額(△)(千円) 

 △10,007,748  626,097

普通株式の期中平均株式数(千株)  111,891  225,344

      

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額 

    

当期純利益調整額(千円) ― ― 

普通株式増加数（千株）   142,859   1,000

（うち新株引受権及び新株予約権） ― （ ） 1,000

(うち転換社債型新株予約権付社債)  ― ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額の算定に用いられた普通
株式増加数の主要な内訳(千株) 

    

転換社債型新株予約権付社債 ― ― 

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（新株予約権の数 個） 
株主総会の決議日 平成16年６月25日 
新株予約権（新株予約権の数 個） 
株主総会の決議日 平成17年６月24日 
新株予約権（新株予約権の数 個） 
株主総会の決議日 平成18年６月27日 
新株予約権（新株予約権の数 個） 
取締役会の決議日 平成19年７月10日 
新株予約権（新株予約権の数 個） 
取締役会の決議日 平成20年７月８日 
  
  

588

491

240

110

325

新株予約権（新株予約権の数 個） 
株主総会の決議日 平成17年６月24日 
新株予約権（新株予約権の数 個） 
株主総会の決議日 平成18年６月27日 
新株予約権（新株予約権の数 個） 
取締役会の決議日 平成19年７月10日 
新株予約権（新株予約権の数 個） 
取締役会の決議日 平成20年７月８日 
新株予約権（新株予約権の数 個） 
取締役会の決議日 平成21年６月24日 
新株予約権（新株予約権の数  個） 
取締役会の決議日 平成21年７月17日 

401

230

100

315

550

10
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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） 
該当事項はありません。 

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） 
該当事項はありません。 

  
 （開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプシ
ョン等、賃貸等不動産等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性はが大きくないと考えら
れるため開示を省略しております。 
   

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

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   
現金及び預金 401,703 278,532 
売掛金 2,746 － 
営業投資有価証券 2,600,401 1,322,804 
販売用不動産 － 57,900 
たな卸資産 443,718 － 
前払費用 24,035 11,504 
関係会社短期貸付金 1,220,000 760,000 
その他 10,252 24,166 
流動資産合計 4,702,857 2,454,908 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 528,705 680,485 
構築物（純額） 20,518 14,939 
機械及び装置（純額） 26,658 22,652 
工具、器具及び備品（純額） 151,628 16,896 
土地 833,408 846,986 
減損損失累計額 △4,761 △4,761 
有形固定資産合計 1,556,157 1,577,198 

無形固定資産   
電話加入権 296 296 
ソフトウエア 3,859 2,595 

無形固定資産合計 4,155 2,892 

投資その他の資産   
関係会社株式 273,301 800,746 
関係会社有価証券 381,817 278,754 
長期貸付金 151,021 138,840 
敷金及び保証金 119,108 63,556 
長期前払費用 52,332 41,847 
投資その他の資産合計 977,580 1,323,745 

固定資産合計 2,537,894 2,903,836 

資産合計 7,240,752 5,358,744 
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（単位：千円）

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   
買掛金 8,029 283 
短期借入金 850,000 806,575 
1年内返済予定の長期借入金 886,800 330,696 
未払金 14,924 15,869 
未払費用 12,320 13,915 
前受金 17,507 5,994 
預り金 330,004 9,518 
未払法人税等 5,188 1,752 
関係会社前受金 100,000 － 
預り敷金・保証金 27,902 － 
未払消費税等 20,006 － 
流動負債合計 2,272,683 1,184,606 

固定負債   
社債 600,000 600,000 
長期借入金 1,564,500 152,700 
繰延税金負債 191,325 2,569 
長期リース資産減損勘定 79,856 49,910 
預り敷金・保証金 31,203 － 
その他 － 23,377 
固定負債合計 2,466,884 828,556 

負債合計 4,739,568 2,013,162 

純資産の部   
株主資本   
資本金 4,290,724 2,765,732 
資本剰余金   
資本準備金 3,344,785 20,849 
その他資本剰余金 － － 
資本剰余金合計 3,344,785 20,849 

利益剰余金   
利益準備金 131,000 － 
その他利益剰余金   
固定資産圧縮積立金 274,769 － 
別途積立金 700,000 － 
繰越利益剰余金 △5,996,396 724,823 

利益剰余金合計 △4,890,627 724,823 

自己株式 △23,041 △23,159 
株主資本合計 2,721,842 3,488,246 
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（単位：千円）

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) 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △270,496 △209,358 
繰延ヘッジ損益 － － 
評価・換算差額等合計 △270,496 △209,358 

新株予約権 49,838 66,694 

純資産合計 2,501,183 3,345,582 

負債純資産合計 7,240,752 5,358,744 
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（２）損益計算書 
（単位：千円）

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) 

売上高 3,206,009 2,655,956 
売上原価 10,732,922 1,681,313 
売上総利益又は売上総損失（△） △7,526,913 974,643 

販売費及び一般管理費 652,442 352,303 

営業利益又は営業損失（△） △8,179,355 622,339 

営業外収益   
受取利息 6,146 3,224 
関係会社受取利息 43,345 37,837 
受取配当金 3,665 － 
還付加算金 14,943 － 
関係会社受取配当金 10,000 － 
その他 6,683 3,620 
営業外収益合計 84,785 44,682 

営業外費用   
支払利息 115,342 90,020 
社債利息 14,557 14,709 
関係会社支払利息 37,969 － 
株式交付費 20,033 － 
為替差損 38,136 － 
支払手数料 44,553 － 
その他 26,897 12,081 
営業外費用合計 297,490 116,811 

経常利益又は経常損失（△） △8,392,060 550,210 

特別利益   
社債償還益 1,432,000 － 
債務免除益 512,513 － 
固定資産売却益 39,691 － 
その他 99,506 － 
特別利益合計 2,083,711 － 

特別損失   
固定資産除却損 － 11,931 
固定資産売却損 1,404,625 － 
関係会社有価証券評価損 335,656 － 
減損損失 99,590 － 
その他 8,488 447 

特別損失合計 1,848,361 12,378 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △8,156,710 537,832 

法人税、住民税及び事業税 4,074 1,765 
法人税等調整額 1,338,121 △188,756 
法人税等合計 1,342,196 △186,991 
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（単位：千円）

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) 

当期純利益又は当期純損失（△） △9,498,907 724,823 
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（３）株主資本等変動計算書 
（単位：千円）

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 3,719,288 4,290,724 
当期変動額   
新株の発行（新株予約権の行使） － 20,849 
新株の発行 571,436 － 
減資 － △1,545,841 
当期変動額合計 571,436 △1,524,992 

当期末残高 4,290,724 2,765,732 

資本剰余金   
資本準備金   
前期末残高 2,916,208 3,344,785 
当期変動額   
新株の発行（新株予約権の行使） － 20,849 
新株の発行 428,577 － 
資本準備金の取崩 － △3,344,785 
当期変動額合計 428,577 △3,323,935 

当期末残高 3,344,785 20,849 

その他資本剰余金   
前期末残高 － － 
当期変動額   
減資 － 1,545,841 
資本準備金の取崩 － 3,344,785 
欠損填補 － △4,890,627 
当期変動額合計 － － 

当期末残高 － － 

資本剰余金合計   
前期末残高 2,916,208 3,344,785 
当期変動額   
新株の発行（新株予約権の行使） － 20,849 
新株の発行 428,577 － 
減資 － 1,545,841 
欠損填補 － △4,890,627 

当期変動額合計 428,577 △3,323,935 

当期末残高 3,344,785 20,849 

利益剰余金   
利益準備金   
前期末残高 131,000 131,000 
当期変動額   
利益準備金の取崩 － △131,000 
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（単位：千円）

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) 

当期変動額合計 － △131,000 

当期末残高 131,000 － 

その他利益剰余金   
固定資産圧縮積立金   
前期末残高 678,418 274,769 
当期変動額   
固定資産圧縮積立金の取崩 △403,648 △274,769 
当期変動額合計 △403,648 △274,769 

当期末残高 274,769 － 

別途積立金   
前期末残高 700,000 700,000 
当期変動額   
別途積立金の取崩 － △700,000 
当期変動額合計 － △700,000 

当期末残高 700,000 － 

繰越利益剰余金   
前期末残高 3,140,024 △5,996,396 
当期変動額   
欠損填補 － 4,890,627 
剰余金の配当 △41,075 － 
利益準備金の取崩 － 131,000 
固定資産圧縮積立金の取崩 403,648 274,769 
別途積立金の取崩 － 700,000 
当期純利益又は当期純損失（△） △9,498,907 724,823 
自己株式の処分 △86 － 
当期変動額合計 △9,136,420 6,721,220 

当期末残高 △5,996,396 724,823 

利益剰余金合計   
前期末残高 4,649,442 △4,890,627 
当期変動額   
欠損填補 － 4,890,627 
剰余金の配当 △41,075 － 
当期純利益又は当期純損失（△） △9,498,907 724,823 
自己株式の処分 △86 － 

当期変動額合計 △9,540,069 5,615,451 

当期末残高 △4,890,627 724,823 

自己株式   
前期末残高 △22,845 △23,041 
当期変動額   
自己株式の取得 △420 △118 
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（単位：千円）

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) 

自己株式の処分 224 － 
当期変動額合計 △195 △118 

当期末残高 △23,041 △23,159 

株主資本合計   
前期末残高 11,262,093 2,721,842 
当期変動額   
新株の発行（新株予約権の行使） － 41,699 
新株の発行 1,000,013 － 
剰余金の配当 △41,075 － 
当期純利益又は当期純損失（△） △9,498,907 724,823 
自己株式の取得 △420 △118 
自己株式の処分 138 － 
当期変動額合計 △8,540,251 766,404 

当期末残高 2,721,842 3,488,246 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 △480,392 △270,496 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 209,895 61,137 

当期変動額合計 209,895 61,137 

当期末残高 △270,496 △209,358 

繰延ヘッジ損益   
前期末残高 △20,031 － 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,031 － 
当期変動額合計 20,031 － 

当期末残高 － － 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 △500,424 △270,496 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 229,927 61,137 
当期変動額合計 229,927 61,137 

当期末残高 △270,496 △209,358 

新株予約権   
前期末残高 87,074 49,838 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37,235 16,855 
当期変動額合計 △37,235 16,855 

当期末残高 49,838 66,694 
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（単位：千円）

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) 

純資産合計   
前期末残高 10,848,743 2,501,183 
当期変動額   
新株の発行（新株予約権の行使） － 41,699 
新株の発行 1,000,013 － 
剰余金の配当 △41,075 － 
当期純利益又は当期純損失（△） △9,498,907 724,823 
自己株式の取得 △420 △118 
自己株式の処分 138 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 192,691 77,993 
当期変動額合計 △8,347,559 844,398 

当期末残高 2,501,183 3,345,582 

44



 該当事項はありません。 
  

（4）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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(1）役員の異動 
① 代表取締役の異動 
  該当事項はありません。 
  
② その他の役員の異動 
 ・新任取締役候補 
   取 締 役    トミー・ウォン（現 当社顧問） 
 ・退任予定取締役 
   取 締 役    スー・コリン 
  
③ 異動予定日 
  平成22年６月23日 
  
 なお、上記は平成22年６月23日開催予定の当社定時株主総会及びその後に開催される当社取締役会における決議を
前提としております。 
 また、本日付別途開示の当社「役員の異動に関するお知らせ」において、さらに詳細な内容を公表しております。
  
  

６．その他
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