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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

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

23年3月期第3四半期 10,830 △12.9 1,951 ― 2,464 ― 1,748 ―
22年3月期第3四半期 12,430 △31.0 △2,400 ― △1,972 ― △1,103 ―

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

23年3月期第3四半期 39.41 ―
22年3月期第3四半期 △24.86 ―

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

23年3月期第3四半期 133,114 87,671 65.6 1,969.08
22年3月期 138,920 92,404 66.3 2,075.56

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  87,366百万円 22年3月期  92,091百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
配当予想額は未定であります。 

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

22年3月期 ― ― ― 50.00 50.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― ―

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



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.５「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 48,294,336株 22年3月期  48,294,336株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  3,925,140株 22年3月期  3,924,820株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 44,369,393株 22年3月期3Q 44,370,047株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高 百万円（前年通期 百万円）、経常利益 百万

円（前年通期経常損失 百万円）、四半期純利益 百万円（前年通期当期純損失 百万円）となりまし

た。 

  

（キャピタルゲインと新規上場の状況） 

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

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

のが 百万円（前年通期 百万円）、上場株式以外によるものが 百万円（前年通期 百万円）

で、結果、 百万円（前年通期 百万円）となりました。 

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

円・売却損 百万円であります。 

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

期国内８社、海外２社）となりました。詳細は ～ ページに記載のとおりであります。 

 なお、営業投資有価証券売上原価 百万円（前年通期 百万円）に含まれる強制評価損は 百万円（前

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

円）、未上場営業投資有価証券の強制評価損は 百万円（前年通期 百万円）であります。 

  

  

（投資実行の状況） 

 当第３四半期連結累計期間の当社グループ及び投資事業組合の投資実行額は 百万円（前年通期 百万

円）、投資会社数は 社（前年通期 社）となりました。詳細は ページに記載のとおりであります。 

  

（営業投資有価証券残高の状況） 

 上場している営業投資有価証券の「取得原価と時価の差額」は、 百万円（前期末 百万円）であり、時

価が取得原価を超えるものが 百万円（前期末 百万円）、時価が取得原価を超えないものが 百万円

（前期末 百万円）であります。 

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

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

た。 

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

百万円（前期末 百万円）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

10,830 16,667 2,464

4,671 1,748 2,175

6,999 10,172

6,623 9,765

2,718 3,480 △4,672 △7,192

△1,953 △3,711

△4,672 867

5,540

12 13

8,931 14,606 354

1,128 348 632

6 496

  （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間(A) 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日)

前連結会計年度(B) 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

対前期比(％) 
[(A)/3×4]/(B) 

 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日)

営業投資有価証券 
売上高 

 6,999  10,172  91.7  7,241

 売却高  （①）  6,623  9,765  90.4  6,870

 配当金・債券利子  375  406  123.1  370

営業投資有価証券 
売上原価 

 8,931  14,606  81.5  10,151

 売却原価（②）  8,577  13,477  84.9  9,107

 強制評価損  354  1,128  41.8  1,043

キャピタルゲイン(①－②)  △1,953  △3,711  －  △2,237

22,496 18,263

110 116 11

3,772 2,084

5,696 4,060 1,924

1,975

△50 △2,201

87,839 88,155

  （単位：百万円）

  
当第３四半期 

連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 
 

前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成21年12月31日） 

上場している営業投資有価証券の取
得原価と時価の差額 

 3,772  2,084  1,588

 時価が取得原価を超えるもの  5,696  4,060  3,897

 時価が取得原価を超えないもの  △1,924  △1,975  △2,308
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（注）１. 「未上場」には、社債を含んでおります。 

  ２. 「他社プライベートエクイティファンド等への出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する未

上場株式等を対象とする投資ファンドへの出資であります。 

  

（投資損失引当金の状況） 

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

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

かった未上場残高に対しても一定の一括引当を行うこととしております。 

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

繰入（△は取崩）は 百万円（前年通期 百万円）で、合計 百万円（前年通期 百万円）の繰入とな

りました。 

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

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

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

引当率は ％（前期末 ％）となりました。 

  

  （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日)

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日)

部分純資産直入法に基づく営業投資
有価証券評価損(△戻入益) 

 △50  △2,201  △1,868

営業投資有価証券残高  （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

前第３四半期 
連結会計期間末 

(平成21年12月31日) 

取得原価 
四半期 

連結貸借 
対照表計上額

取得原価 
連結貸借 

対照表計上額
取得原価 

四半期 
連結貸借 

対照表計上額

上場  8,298  12,071  7,375  9,460  7,130  8,719

未上場  71,867  67,853  71,528  69,442  73,559  70,908

小計  80,166  79,925  78,903  78,902  80,689  79,627

他社プライベートエクイ
ティファンド等への出資 

 8,266  7,914  9,460  9,253  10,443  10,178

合計  88,432  87,839  88,364  88,155  91,133  89,805

1,758 10,301

236 △539 1,994 9,762

5,634 6,357

△3,640 3,405

29,749 33,462

39.3 42.5

  （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間(A） 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日)

前連結会計年度(B) 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

対前期比(％)
[(A)/3×4]/(B) 

 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日)

投資損失引当金繰入額
（①） 

 1,994  9,762  27.2   7,264

 個別繰入額  1,758  10,301  22.8   7,325

 一括繰入(△取崩)額  236  △539  －   △61

投資損失引当金取崩額
（②） 

 5,634  6,357  118.2   5,025

投資損失引当金繰入額
（純額・△は戻入額）
（①－②） 

 △3,640  3,405  －   2,239
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（投資事業組合の管理運営業務） 

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

で、その内訳は以下のとおりであります。 

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

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

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

産は 百万円（前期末 百万円）で、資産合計は 百万円（前期末 百万円）となりました。 

 負債につきましては、流動負債は 百万円（前期末 百万円）、固定負債は 百万円（前期末

百万円）で、負債合計は 百万円（前期末 百万円）となりました。 

 純資産につきましては、 百万円（前期末 百万円）となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は 百万円となっておりますが、投資損失引当金の

減少額 百万円等の非資金項目が含まれているため、営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円のキ

ャッシュアウトフロー（前年通期 百万円のキャッシュインフロー）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円のキャッシュアウトフロー（前年通期 百万円のキャッシュ

アウトフロー）となりました。これは主に本社移転に伴う差入保証金の増加によるものであります。 

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

ュアウトフロー）となりました。これは主に借入金の返済によるものであります。 

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

残高は 百万円（前期末 百万円）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社はその事業特性から国内・海外の株式市場並びに新規上場市場の影響を強く受け、収益水準の振幅が大きく

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

することとしております。 

  

  （単位：百万円）

  
  

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末  

（平成22年３月31日） 
 

前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成21年12月31日） 

投資損失引当金残高   29,749  33,462   32,290

 個別引当残高  25,686  29,635   27,985

 一括引当残高  4,063  3,827   4,305

営業投資有価証券未上場残高に 
対する引当率 

％ 39.3 ％ 42.5  ％ 39.8

3,726 6,331

  （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間(A） 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日)

前連結会計年度(B） 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

対前期比(％)
[(A)/3×4]/(B) 

 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日)

投資事業組合管理収入  3,726  6,331  78.5   5,064

 管理報酬  3,726  5,993  82.9   4,726

 成功報酬  －  338  －   338

93,599 94,229

39,515 44,691 133,114 138,920

17,703 24,501 27,739

22,014 45,443 46,516

87,671 92,404

2,479

3,640 1,302

5,151

221 161

852 8,455

3,243

29,328 32,571
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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

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

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

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

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

ります。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

  これによる損益への影響はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,607 19,541

営業投資有価証券 87,839 88,155

投資損失引当金 △29,749 △33,462

有価証券 15,720 13,030

繰延税金資産 5,187 5,630

その他 1,121 1,484

貸倒引当金 △127 △151

流動資産合計 93,599 94,229

固定資産   

有形固定資産 314 418

無形固定資産 134 143

投資その他の資産   

投資有価証券 37,704 42,866

出資金 25 30

長期貸付金 209 184

繰延税金資産 92 113

その他 1,034 933

投資その他の資産合計 39,066 44,129

固定資産合計 39,515 44,691

資産合計 133,114 138,920
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 － 4,000

1年内返済予定の長期借入金 15,542 18,008

未払法人税等 88 144

賞与引当金 110 226

その他 1,962 2,122

流動負債合計 17,703 24,501

固定負債   

社債 15,000 －

長期借入金 7,158 14,273

繰延税金負債 5,090 7,231

退職給付引当金 434 429

その他 56 80

固定負債合計 27,739 22,014

負債合計 45,443 46,516

純資産の部   

株主資本   

資本金 33,251 33,251

資本剰余金 32,806 32,806

利益剰余金 35,013 35,483

自己株式 △20,074 △20,074

株主資本合計 80,995 81,466

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,561 12,862

為替換算調整勘定 △3,190 △2,237

評価・換算差額等合計 6,370 10,625

新株予約権 253 253

少数株主持分 51 59

純資産合計 87,671 92,404

負債純資産合計 133,114 138,920
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高   

営業投資有価証券売上高 7,241 6,999

投資事業組合管理収入 5,064 3,726

その他の売上高 124 104

売上高合計 12,430 10,830

売上原価   

営業投資有価証券売上原価 10,151 8,931

その他の原価 203 119

売上原価合計 10,355 9,051

売上総利益 2,075 1,779

投資損失引当金繰入額（△戻入額） 2,239 △3,640

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損
（△戻入益）

△1,868 △50

差引売上総利益 1,703 5,469

販売費及び一般管理費 4,104 3,518

営業利益又は営業損失（△） △2,400 1,951

営業外収益   

受取利息 25 33

受取配当金 940 962

雑収入 133 223

営業外収益合計 1,099 1,219

営業外費用   

支払利息 446 416

社債発行費 － 55

為替差損 216 212

雑損失 7 22

営業外費用合計 670 706

経常利益又は経常損失（△） △1,972 2,464

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 6 23

償却債権取立益 － 5

特別利益合計 6 28

特別損失   

固定資産除却損 0 12

固定資産売却損 0 －

投資有価証券評価損 36 1

事業再構築費用 409 －

特別損失合計 446 13

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（△）

△2,412 2,479

法人税、住民税及び事業税 336 128

法人税等調整額 △1,637 603

法人税等合計 △1,301 731

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,747

少数株主損失（△） △8 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,103 1,748
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,412 2,479

減価償却費 125 159

投資損失引当金の増減額（△は減少） 2,239 △3,640

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △23

賞与引当金の増減額（△は減少） △195 △116

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 5

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価
損（△は戻入益）

△1,868 △50

投資有価証券評価損（特別損失） 36 1

固定資産売却損益（△は益） 0 －

固定資産除却損 0 12

受取利息及び受取配当金 △966 △995

支払利息 446 416

為替差損益（△は益） 376 452

投資有価証券売却損益（△は益） △6 △23

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 4,420 △338

未収消費税等の増減額（△は増加） － 41

未払消費税等の増減額（△は減少） △190 4

その他の流動資産の増減額（△は増加） 776 285

その他の流動負債の増減額（△は減少） 406 △200

その他 △227 △261

小計 2,967 △1,791

利息及び配当金の受取額 966 995

利息の支払額 △456 △333

法人税等の支払額 △263 △172

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,213 △1,302

投資活動によるキャッシュ・フロー   

短期貸付金の回収による収入 12 －

有形固定資産の取得による支出 △17 △25

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △23 △37

投資有価証券の取得による支出 △5 △30

投資有価証券の売却等による収入 123 24

長期貸付けによる支出 △20 △45

長期貸付金の回収による収入 10 16

投資その他の資産の増加に伴う支出 △55 △207

投資その他の資産の減少に伴う収入 27 83

その他の固定負債の減少に伴う支出 △12 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 38 △221

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △4,000

長期借入れによる収入 7,600 4,600

長期借入金の返済による支出 △15,288 △14,180

社債の発行による収入 － 14,944

配当金の支払額 △2,210 △2,214

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の売却による収入 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,901 △852

現金及び現金同等物に係る換算差額 △602 △867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,252 △3,243

現金及び現金同等物の期首残高 36,613 32,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,361 29,328
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）有価証券に関する注記

その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

  種類 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

取得原価 
四半期連結
貸借対照表

計上額 
差額 取得原価 

連結 
貸借対照表 

計上額 
差額 

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

営業投資有価証券に
属するもの 

  

(1) 株式  3,084  8,781  5,696  2,311  6,371  4,060

(2) 債券  －  －  －  －  －  －

(3) その他  －  －  －  －  －  －

小計  3,084  8,781  5,696  2,311  6,371  4,060

投資有価証券に属す
るもの 

  

(1) 株式  13,254  28,198  14,943  13,304  33,408  20,104

(2) 債券  －  －  －  －  －  －

(3) その他  －  －  －  －  －  －

小計  13,254  28,198  14,943  13,304  33,408  20,104

有価証券に属するもの   

(1) 株式  －  －  －  －  －  －

(2) 債券  －  －  －  －  －  －

(3) その他  －  －  －  －  －  －

小計  －  －  －  －  －  －

合計  16,339  36,979  20,640  15,615  39,780  24,164

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

営業投資有価証券に
属するもの 

  

(1) 株式  5,214  3,290  △1,924  5,064  3,088  △1,975

(2) 債券  －  －  －  －  －  －

(3) その他  －  －  －  －  －  －

小計  5,214  3,290  △1,924  5,064  3,088  △1,975

投資有価証券に属す
るもの 

  

(1) 株式  54  47  △7  5  4  △0

(2) 債券  －  －  －  －  －  －

(3) その他  －  －  －  －  －  －

小計  54  47  △7  5  4  △0

有価証券に属するもの   

(1) 株式  －  －  －  －  －  －

(2) 債券  －  －  －  －  －  －

(3) その他  15,720  15,720  －  13,030  13,030  －

小計  15,720  15,720  －  13,030  13,030  －

合計  20,989  19,058  △1,931  18,099  16,123  △1,976

総計  37,328  56,037  18,709  33,715  55,904  22,188
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（注）１．以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含め

ておりません。 

   

（注）２．当第３四半期連結累計期間において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるもの

を含む。）について 百万円（営業投資有価証券に属するもの 百万円、投資有価証券に属するもの 百

万円）（前年通期 百万円（営業投資有価証券に属するもの 百万円、投資有価証券に属するもの

百万円））の減損処理を行っております。 

  

  

  

  

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

２．「他社プライベートエクイティファンド等への出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する未上場株式

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

３．外貨建の「投資実行額」については、四半期連結会計期間ごとにそれぞれの四半期末為替レートで換算した

額を合計しております。 

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

して計算しております。 

  

  （単位：百万円）

区分 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

四半期連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券     

営業投資有価証券に属するもの     

非上場株式  62,859  65,624

非上場内国・外国債券  1,381  701

その他  11,526  12,368

投資有価証券に属するもの     

非上場株式  9,458  9,453

355 354 1

1,220 1,128 91

４．補足情報

（１）投資実行額及び新規上場（ＩＰＯ）の状況

①投資実行額 （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日)

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

対前期比(％) 
[(A)/3×4]/(B) 

 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日)

金額(A) 社数 金額(B) 社数  金額 社数 

エクイティ   

  （日本）  14,969  57  10,000  60  199.6  8,368  46

  （米国）  3,144  21  4,748  22  88.3  2,397  18

  （アジア）  4,119  20  2,898  19  189.5  2,269  13

  （ヨーロッパ）  －  －  －  －  －  －  －

社債  －  －  －  －  －  －  －

小計  22,233  98  17,647  101  168.0  13,035  77

他社プライベートエク
イティファンド等への
出資 

 262  12  616  15  56.8  502  15

合計  22,496  110  18,263  116  164.2  13,537  92
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②新規上場（ＩＰＯ）の状況 

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

  

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

  

    

③新規上場（ＩＰＯ）投資先会社一覧 

（国内） （単位：百万円）

   

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

社数（社）  4  8  4

投資額①  3,541  2,957  479

初値評価額②  7,054  3,205  377

倍率②／①（倍）  2.0  1.1  0.8

（海外） （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

社数（社）  4  2  1

投資額①  1,434  635  411

初値評価額②  8,883  1,408  340

倍率②／①（倍）  6.2  2.2  0.8

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

投資先会社名 上場年月日 上場市場 事業内容 
本 社 
所在地 

国内：４社 

アゼアス㈱ 平成22年４月16日 ＪＡＳＤＡＱ

防護服・環境資機材事業（防護

服、環境対策用資機材等の販

売）、たたみ資材事業（畳に関連

する資材全般の販売）及びアパレ

ル資材事業（繊維副資材の製造、

販売） 

東京都 

㈱ボルテージ 平成22年６月11日 マザーズ 
モバイルコンテンツの企画・制

作・開発・運営、モバイルコマー

ス等 

東京都 

㈱パピレス 平成22年６月23日 ＪＡＳＤＡＱ

(1)電子書籍の販売事業:出版社等

から電子書籍を収集し、ネットワ

ークを通して携帯電話、ＰＣ等の

情報端末利用者に配信する事業 

（2）電子書籍販売支援システム

（eBookBank）の開発運用、電子

書籍の受注制作等 

東京都 

大塚ホールディングス㈱ 平成22年12月15日 東京１ 
医薬品・飲料食品製造等を営む会

社の持株会社 
東京都 

海外：４社 

TobeSoft Co., Ltd. 平成22年６月１日 ＫＯＳＤＡＱ
XMLベースのインターネットアー

キテクチャーをベースとするソフ

トウェア・プラットフォーム開発

韓国 

HiSoft Technology 

International Limited 
平成22年６月30日 ＮＡＳＤＡＱ ソフトウェアの受託開発 中国 

Ambow Education Holding 

Ltd.  
平成22年８月５日 ＮＹＳＥ 

e-Learningプラットフォームをベ

ースとする教育サービスの提供 
中国 

ChinaCache International 

Holdings Ltd.  
平成22年10月１日 ＮＡＳＤＡＱ

中国国内向けコンテンツ・デリバ

リー・ネットワーク（CDN)サービ

スの提供 

中国 
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（注）１．海外企業の本社所在地は、主たる営業地域又は実質的な本社所在地を基準に記載しております。 

２．平成22年10月12日付でヘラクレス、ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯは統合し、「ＪＡＳＤＡＱ市場」が新たに開設

されました。 

   

（注）１．海外企業の本社所在地は、主たる営業地域又は実質的な本社所在地を基準に記載しております。 

２．平成22年10月12日付でヘラクレス、ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯは統合し、「ＪＡＳＤＡＱ市場」が新たに開設

されました。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 新規に設立した投資事業組合 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 新規に設立した投資事業組合 

  

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

投資先会社名 上場年月日 上場市場 事業内容 
本 社 
所在地 

国内：８社 

㈱シーボン 平成21年９月11日 ＪＡＳＤＡＱ

スキンケア製品（洗顔料・クレン

ジング等のベーシック製品及び美

容液・クリーム等のスペシャル製

品等）を中心とする化粧品及び医

薬部外品の製造販売 

東京都 

㈱キャンバス 平成21年９月17日 マザーズ 抗癌剤の研究・開発 静岡県 

㈱デ・ウエスタン・セラピ

テクス研究所 
平成21年10月23日 ＮＥＯ 医薬品の研究開発 愛知県 

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

造、販売 
神奈川県

アニコム ホールディング

ス㈱ 
平成22年３月３日 マザーズ 

ペット保険専業のアニコム損害保

険等子会社の経営管理並びにこれ

に附帯する業務  

東京都 

㈱エスクリ 平成22年３月５日 マザーズ 
挙式・披露宴の企画・運営を行う

ブライダル事業 
東京都 

㈱セルシード 平成22年３月16日 ＮＥＯ 

細胞シート再生医療の基盤ツール

である「温度応答性細胞培養器

材」及びその応用製品、並びに細

胞シート再生医療医薬品及びその

応用製品の研究開発・製造・販売

東京都 

ダイト㈱ 平成22年３月24日 東京２ 
原薬の製造販売及び仕入販売並び

に製剤の製造販売（受託製造を含

む）及び仕入販売 

富山県 

海外：２社 
NewGrid Technology Inc. 平成21年５月26日 ＫＯＳＤＡＱ

次世代ネットワーク向けゲートウ

ェイ、サーバ製品の開発 
韓国 

IMAGIS Co.,Ltd. 平成22年２月26日 ＫＯＳＤＡＱ 画像処理ASIC開発・設計 韓国 

（２）投資事業組合の設立の状況

 [米ドル建ファンド]   （単位：百万米ドル）

 ファンド名称 コミットメント総額

JAFCO Asia Technology Fund Ⅴ L.P.  80

 [米ドル建ファンド]   （単位：百万米ドル）

 ファンド名称 コミットメント総額

JAFCO Technology Partners IV, L.P.  100
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 当社は、その事業特性から収益水準の振幅が大きくなるため、前年同期との比較に替え、年換算した当第３四半期

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

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

  

平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日） 

  

  

  

（３）その他

１．連結経営成績（累計） 

  
23年３月期 

第３四半期 (A) 
22年３月期 
通期 (B) 

対前期比 
[(A)/3×4]/(B) 

 
22年３月期 
第３四半期 

  百万円 百万円 ％  百万円 

売上高  10,830  16,667  86.6   12,430

営業利益  1,951  △4,965  －   △2,400

経常利益  2,464  △4,671  －   △1,972

四半期（当期）純利益  1,748  △2,175  －   △1,103

  
23年３月期 
第３四半期 

22年３月期 
通期 

22年３月期 
第３四半期 

  

  円 銭 円 銭 円 銭   

１株当たり四半期（当期）
純利益 

 39.41  △49.03  △24.86   

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 

 －  －  －   

２．連結財政状態 

  
23年３月期 
第３四半期 

22年３月期 
  

22年３月期 
第３四半期 

  

総資産（百万円）  133,114  138,920  133,241   

純資産（百万円）  87,671  92,404  90,276   

自己資本比率（％）  65.6  66.3  67.5   

１株当たり純資産(円 銭)  1,969.08  2,075.56  2,027.85   
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