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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 12,972 19.8 1,331 △31.8 2,742 11.3 5,600 220.3
23年3月期第3四半期 10,830 △12.9 1,951 ― 2,464 ― 1,748 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 6,030百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △2,513百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 126.22 ―
23年3月期第3四半期 39.41 ―

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月期第3四半期 128,476 93,502 72.7 2,106.03
23年3月期 133,441 88,827 66.3 1,995.05
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  93,442百万円 23年3月期  88,518百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 25.00 25.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 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）  ：  無  

(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 

(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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
  四半期決算補足説明資料は平成24年1月23日に当社ホームページに掲載予定であります。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 48,294,336 株 23年3月期 48,294,336 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,925,390 株 23年3月期 3,925,230 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 44,369,010 株 23年3月期3Q 44,369,393 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 百万円）、四半期純利益 百万円（前年通期当期純利益 百万円）となりました。 

   

（外貨建営業投資有価証券及び外貨建投資有価証券の評価減について） 

外貨建営業投資有価証券及び外貨建投資有価証券を投資時点の為替レートで換算した取得原価と直近の為替レー

トで換算した金額との乖離(換算差損)に関する当社の会計上の取り扱いは、 

・投資損失引当金又は部分純資産直入法評価損を計上している投資先 

  投資損失引当金繰入額又は部分純資産直入法評価損に含めて損益計算書に計上 

・投資損失引当金又は部分純資産直入法評価損を計上していない投資先 

  貸借対照表「純資産の部」の「その他有価証券評価差額金」として計上 

することとしております。 

 近年、円高が継続する中で換算差損が拡大しており、それとともに損益計算書に計上されていない換算差損も

「その他有価証券評価差額金」に累積されてきておりました。 

当社では、為替レートの回復可能性等も考慮し、今般、より健全かつ保守的な会計処理を行う観点から、外貨建

営業投資有価証券及び外貨建投資有価証券の取得原価を、第１四半期連結会計期間末の為替レートで換算した金額

まで切下げることといたしました。その概要は、以下のとおりであります。 

  

 今回の会計処理の結果、営業投資有価証券及び投資有価証券の取得原価が 百万円（営業投資有価証券

百万円、投資有価証券 百万円）切下げられました。このうち、「その他有価証券評価差額金」に計上されていた

換算差損相当額 百万円（上表の※印の合計額）を「累積為替変動対応費用」として特別損失に計上しておりま

す。また、それ以外の部分の取得原価切下げ額 百万円(上表の※印以外の合計額)は、既に投資損失引当金又は

部分純資産直入法評価損に計上済みであるため、当第３四半期連結累計期間の損益には影響しておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

12,972 15,143 2,742

3,202 5,600 2,329

  （単位：百万円）

区分 状況 

取得原価 

換算差損の会計処理 
切下前 切下後 

切下額 
（換算差損）

 営業投資有価証券   31,760  24,291  △7,468   

 上場 評価益  289  238 ※  △50
累積為替変動対応費用に計上（これまで
「その他有価証券評価差額金」に計上） 

   評価損  912  575  △337 部分純資産直入法評価損に計上済み 

 未上場 
投資損失引当金
計上対象 

 11,842  8,718  △3,124 投資損失引当金に計上済み 

   
投資損失引当金
計上対象外 

 18,715  14,759 ※  △3,956
累積為替変動対応費用に計上（これまで
「その他有価証券評価差額金」に計上） 

 投資有価証券   286  191  △94   

 未上場 
投資損失引当金
計上対象外 

 286  191 ※  △94
累積為替変動対応費用に計上（これまで
「その他有価証券評価差額金」に計上） 

合計  32,046  24,482  △7,563   

7,563 7,468

94

4,101

3,462
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 当第３四半期連結累計期間の主な営業活動の状況は、以下のとおりであります。 

  

（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。   

  

（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は 百万円（前年通期 百万円）であり、このうち、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 百万円

（前年通期 百万円）となりました。その内訳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）であります。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（前年通期 百万

円）・売却損 百万円（前年通期 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ＩＰＯ社数は、国内14社（前年通期４社）、海外２社（前

年通期５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、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。 

  

  

 （営業投資有価証券残高の状況） 

 上場営業投資有価証券の「取得原価と時価の差額（評価損益）」は 百万円（前期末 百万円）でありま

す。その内訳は時価が取得原価を超えるもの（評価益）が 百万円（前期末 百万円）、時価が取得原価を

超えないもの（評価損）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（△は戻入益）は 百万円（前年通期 百万円）となりま

した。 

  

19,597 32,448

93 123 15

9,454 10,077

9,173 9,657 △2,440

△2,689 1,069 3,543

△3,509 △6,232

△3,509 1,724 1,144

5,233 7,377

15 17

11,886 12,726 272

379 9 373

263 6

  （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間(A) 

(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日)

前連結会計年度(B) 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23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22年４月１日 
至 平成22年12月31日)

営業投資有価証券 
売上高 

 9,454  10,077  125.1  6,999

 売却高  （①）  9,173  9,657  126.7  6,623

 配当金・債券利子  281  420  89.3  375

営業投資有価証券 
売上原価 

 11,886  12,726  124.5  8,931

 売却原価（②）  11,613  12,346  125.4  8,577

 強制評価損  272  379  95.8  354

キャピタルゲイン(①－②)  △2,440  △2,689 －  △1,953

1,534 3,396

3,911 5,297

2,376 1,901

813 △73
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 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。 

  

  

（注）「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。 

  

76,867 87,896

  （単位：百万円）

  
当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成23年12月31日） 

前連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 
 

前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成22年12月31日） 

上場営業投資有価証券の取得原価と
時価の差額 

 1,534  3,396  3,772

 時価が取得原価を超えるもの  3,911  5,297  5,696

 時価が取得原価を超えないもの  △2,376  △1,901  △1,924

  （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日)

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)

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) 

 813  △73  △50

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23年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成23年３月31日) 

前第３四半期 
連結会計期間末 

(平成22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  7,772  9,306  7,846  11,243  8,298  12,071

未上場  62,975  62,435  72,424  68,994  71,867  67,853

小計  70,748  71,742  80,271  80,237  80,166  79,925

他社プライベートエクイ
ティファンド等への出資 

 5,133  5,124  8,070  7,658  8,266  7,914

         合計  75,881  76,867  88,342  87,896  88,432  87,839
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（投資損失引当金の状況）  

 営業投資有価証券については、その損失に備えるため、投資先会社の実情に応じ、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ております。また、個

別引当対象にならなかった未上場残高に対しても10％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投資損失引当金繰入額は 百万円（前年通期 百万円）となりました。その

内訳は、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）であります。 

 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）を取り崩

しましたので、投資損失引当金繰入額の純額（△は戻入額）は 百万円（前年通期 百万円）となりま

した。 

 また、（外貨建営業投資有価証券及び外貨建投資有価証券の評価減について）に記載のとおり、外貨建営業投資

有価証券の取得原価を第１四半期連結会計期間末の為替レートで換算した金額まで切下げたこと等により、投資損

失引当金が 百万円減少しております。 

 この結果、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）、未上場

営業投資有価証券残高に対する引当率は ％（前期末 ％）となりました。 

  

   

  

1,771 2,278

1,649 1,804 122

474

6,355 7,512

△4,584 △5,233

3,154

20,424 28,163

30.2 36.7

  （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間(A） 

(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日)

前連結会計年度(B) 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23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22年４月１日 
至 平成22年12月31日)

投資損失引当金繰入額
（①） 

 1,771  2,278  103.6   1,994

 個別繰入額  1,649  1,804  121.8   1,758

 一括繰入(△取崩)額  122  474  34.3   236

投資損失引当金取崩額
（②） 

 6,355  7,512  112.8   5,634

投資損失引当金繰入額
（純額・△は戻入額）
（③＝①－②） 

 △4,584  △5,233 －   △3,640

外貨建営業投資有価証券
取得原価切下額等（④） 

 △3,154  △65  －   △72

投資損失引当金残高増減
額（③＋④） 

 △7,739  △5,299  －   △3,713

  （単位：百万円）

  
  

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成23年12月31日） 

前連結会計年度末  

（平成23年３月31日） 
 

前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成22年12月31日） 

投資損失引当金残高   20,424  28,163  29,749

 個別引当残高  16,001  23,862  25,686

 一括引当残高  4,423  4,301  4,063

未上場営業投資有価証券残高に 
対する引当率 

％ 30.2 ％ 36.7 ％ 39.3
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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インフロー（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。これは主に営業投資有価証券の回収を進めたことによる

ものであります。 

 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インフロー（前年通期 百万円のキャッシュイ

ンフロー）となりました。これは主に投資有価証券の売却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。これは主に長期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 百万円増加し、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。  

  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

  

  

3,408 4,921

  （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間(A） 

(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日)

前連結会計年度(B） 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23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22年４月１日 
至 平成22年12月31日)

投資事業組合管理収入  3,408  4,921  92.3   3,726

 管理報酬  3,336  4,848  91.7   3,726

 成功報酬  72  73  132.2   －

99,309 94,094

29,167 39,346 128,476 133,441

10,702 16,443 24,272

28,170 34,974 44,614

93,502 88,827

3,081

2,101

18,004 15

8,484 1,977

12,497

40,416 27,919

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,712 12,421

営業投資有価証券 87,896 76,867

投資損失引当金 △28,163 △20,424

有価証券 15,206 27,995

繰延税金資産 5,003 1,413

その他 1,622 1,187

貸倒引当金 △183 △151

流動資産合計 94,094 99,309

固定資産   

有形固定資産 396 339

無形固定資産 129 167

投資その他の資産   

投資有価証券 37,929 27,804

出資金 27 24

長期貸付金 210 204

繰延税金資産 95 102

その他 558 523

投資その他の資産合計 38,820 28,660

固定資産合計 39,346 29,167

資産合計 133,441 128,476
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 14,095 9,207

未払法人税等 151 129

賞与引当金 198 113

役員臨時報酬引当金 83 －

その他 1,916 1,251

流動負債合計 16,443 10,702

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 7,487 5,000

繰延税金負債 5,208 3,787

退職給付引当金 418 427

その他 56 56

固定負債合計 28,170 24,272

負債合計 44,614 34,974

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 35,593 40,084

自己株式 △20,075 △20,075

株主資本合計 81,576 86,066

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,842 10,981

為替換算調整勘定 △2,899 △3,606

その他の包括利益累計額合計 6,942 7,375

新株予約権 253 －

少数株主持分 54 60

純資産合計 88,827 93,502

負債純資産合計 133,441 128,476
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（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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高   

営業投資有価証券売上高 6,999 9,454

投資事業組合管理収入 3,726 3,408

その他の売上高 104 108

売上高合計 10,830 12,972

売上原価   

営業投資有価証券売上原価 8,931 11,886

その他の原価 119 357

売上原価合計 9,051 12,244

売上総利益 1,779 727

投資損失引当金繰入額（△戻入額） △3,640 △4,584

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）

△50 813

差引売上総利益 5,469 4,499

販売費及び一般管理費 3,518 3,168

営業利益 1,951 1,331

営業外収益   

受取利息 33 46

受取配当金 962 1,707

雑収入 223 152

営業外収益合計 1,219 1,906

営業外費用   

支払利息 416 359

社債発行費 55 －

為替差損 212 71

雑損失 22 63

営業外費用合計 706 494

経常利益 2,464 2,742

特別利益   

投資有価証券売却益 23 9,989

償却債権取立益 5 －

新株予約権戻入益 － 253

会員権売却益 － 0

特別利益合計 28 10,243

特別損失   

固定資産除却損 12 －

投資有価証券評価損 1 524

累積為替変動対応費用 － 4,101

特別損失合計 13 4,625

税金等調整前四半期純利益 2,479 8,360

法人税、住民税及び事業税 128 147

法人税等調整額 603 2,613

法人税等合計 731 2,760

少数株主損益調整前四半期純利益 1,747 5,599

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益 1,748 5,600

㈱ジャフコ（8595）　平成24年3月期　第3四半期決算短信

9



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,747 5,599

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,301 1,139

為替換算調整勘定 △959 △709

その他の包括利益合計 △4,260 430

四半期包括利益 △2,513 6,030

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,505 6,033

少数株主に係る四半期包括利益 △7 △2
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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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23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 2,479 8,360

減価償却費 159 154

投資損失引当金の増減額（△は減少） △3,640 △7,709

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 △32

賞与引当金の増減額（△は減少） △116 △84

役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） － △83

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 9

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） △50 813

投資有価証券評価損（特別損失） 1 524

累積為替変動対応費用 － 145

新株予約権戻入益 － △253

会員権売却損益（△は益） － △0

固定資産除却損 12 －

受取利息及び受取配当金 △995 △1,754

支払利息 416 359

為替差損益（△は益） 452 △354

投資有価証券売却損益（△は益） △23 △9,989

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △338 11,961

未収消費税等の増減額（△は増加） 41 25

未払消費税等の増減額（△は減少） 4 11

その他の流動資産の増減額（△は増加） 285 544

その他の流動負債の増減額（△は減少） △200 △732

その他 △261 △120

小計 △1,791 1,795

利息及び配当金の受取額 995 1,753

利息の支払額 △333 △304

法人税等の支払額 △172 △162

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,302 3,081

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △25 △78

無形固定資産の取得による支出 △37 △89

投資有価証券の取得による支出 △30 －

投資有価証券の売却等による収入 24 18,183

長期貸付けによる支出 △45 △11

長期貸付金の回収による収入 16 14

投資その他の資産の増加に伴う支出 △207 △19

投資その他の資産の減少に伴う収入 83 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △221 18,004
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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 4,600 5,000

長期借入金の返済による支出 △14,180 △12,375

社債の発行による収入 14,944 －

配当金の支払額 △2,214 △1,109

自己株式の取得による支出 △0 △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 △852 △8,484

現金及び現金同等物に係る換算差額 △867 △103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,243 12,497

現金及び現金同等物の期首残高 32,571 27,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,328 40,416
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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 （単位：百万円）

  種類 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成23年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成23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  2,324  6,235  3,911  2,905  8,203  5,297

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  2,324  6,235  3,911  2,905  8,203  5,297

投資有価証券に属す
るもの 

                    

(1）株式  12,264  26,063  13,798  12,263  27,567  15,303

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  12,264  26,063  13,798  12,263  27,567  15,303

有価証券に属するもの                     

(1）株式  －  －  －  －  －  －

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  －  －  －  －  －  －

合計  14,589  32,299  17,709  15,169  35,770  20,601

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  5,448  3,071  △2,376  4,941  3,039  △1,901

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  5,448  3,071  △2,376  4,941  3,039  △1,901

投資有価証券に属す
るもの 

                    

(1）株式  520  506  △14  1,045  915  △129

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  520  506  △14  1,045  915  △129

有価証券に属するもの                     

(1）株式  －  －  －  －  －  －

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  27,995  27,995  －  15,206  15,206  －

小計  27,995  27,995  －  15,206  15,206  －

合計  33,963  31,572  △2,391  21,193  19,162  △2,031

総計  48,553  63,872  15,318  36,362  54,932  18,570
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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。また、第１四半期連結累計期間において、外貨建営業投資有価証券

の取得原価を、第１四半期連結会計期間末の為替レートで換算した金額まで切下げを行っております。詳細

につきましては、１．当四半期決算に関する定性的情報（１）連結経営成績に関する定性的情報（外貨建営

業投資有価証券及び外貨建投資有価証券の評価減について）をご参照ください。 

  

  

   

   

  （単位：百万円）

区分 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成23年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成23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  58,370  61,694

非上場内国・外国債券  1,135  1,474

その他  8,054  13,484

投資有価証券に属するもの         

非上場株式  1,234  9,446

796 272 524

401 379 22
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（１）投資実行額及び新規上場（ＩＰＯ）の状況 

  

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

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への出資であり、「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。 

  

②新規上場（ＩＰＯ）の状況 

（注）１．投資額及び初値評価額は、当社グループ及び投資事業組合の合計であります。 

２．初値評価額は、上場前保有株式数に初値を掛けて算出しております。  

  

（注）１．投資額及び初値評価額は、当社グループ及び投資事業組合の合計であります。 

２．初値評価額は、上場前保有株式数に初値を掛けて算出しております。換算レートは上場時の為替レートを用

いています。 

  

４．補足情報

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23年４月１日 
至 平成23年12月31日)

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)

対前期比(％) 
[(A)/3×4]/(B)

 

前第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)

金額(A) 社数 金額(B) 社数  金額 社数 

エクイティ   

  （日本）  12,004  40  23,853  63  67.1  14,969  57

  （米国）  4,156  23  4,156  26  133.3  3,144  21

  （アジア）  3,089  20  4,162  21  99.0  4,119  20

小計  19,250  83  32,172  110  79.8  22,233  98

他社プライベートエク
イティファンド等への
出資 

 346  10  276  13  167.0  262  12

合計  19,597  93  32,448  123  80.5  22,496  110

（国内） （単位：百万円）

   

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日) 

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) 

社数（社）  14  4  4

投資額①  4,784  3,541  3,541

初値評価額②  4,551  7,054  7,054

倍率②／①（倍）  1.0  2.0  2.0

（海外） （単位：百万円）

  

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日) 

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) 

社数（社）  2  5  4

投資額①  680  1,806  1,434

初値評価額②  3,052  9,339  8,883

倍率②／①（倍）  4.5  5.2  6.2
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③新規上場（ＩＰＯ）投資先会社一覧 

（注）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。 
  

  上記のほか、当第３四半期連結累計期間に株式交換・合併により上場会社に買収され、上場会社の株式を取得し

た主な投資先は以下のとおりであります。 

  Trais Co., Ltd. 

  

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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：14社 

㈱ディジタルメディアプロ
フェッショナル 

平成23年６月23日 マザーズ 
グラフィックスプロセッサの開
発・販売、独自開発した3Dグラフ

ィックス技術のライセンス供与等

東京都 

ＳＥＭＩＴＥＣ㈱ 平成23年６月29日 ＪＡＳＤＡＱ 温度センサ等の製造、販売 東京都 

メビオファーム㈱ 平成23年７月15日 TOKYO AIM 独自のリポソーム技術を活用し

た医薬品開発 
東京都 

ラクオリア創薬㈱ 平成23年７月20日 ＪＡＳＤＡＱ
医薬品の研究開発及び開発化合

物等の知的財産の導出 
愛知県 

㈱モルフォ 平成23年７月21日 マザーズ 
画像処理技術の研究開発及び製品

開発並びにライセンシング 
東京都 

㈱イーピーミント 平成23年９月16日 ＪＡＳＤＡＱ
臨床試験を実施する医療機関に

対する支援及びその他付随業務 
東京都 

㈱ブレインパッド 平成23年９月22日 マザーズ 
アナリティクス事業、ソリュー

ション事業、ASP関連事業 
東京都 

ＫＬａｂ㈱ 平成23年９月27日 マザーズ 
ソーシャル事業、ＳＩ事業、ク

ラウド＆ライセンス事業 
東京都 

シンバイオ製薬㈱ 平成23年10月20日 ＪＡＳＤＡＱ
特定疾病領域（がん・血液・自
己免疫疾患）における医薬品の

開発及び商業化 

東京都 

日本管理センター㈱ 平成23年10月21日 ＪＡＳＤＡＱ
賃貸住宅等の不動産物件のサブ

リース業務及びその他の付随業
務 

東京都 

㈱スリー・ディー・マトリ

ックス 
平成23年10月24日 ＪＡＳＤＡＱ

自己組織化ペプチド技術を用い

た医療製品の研究開発、製造及

び販売 

東京都 

ベルグアース㈱ 平成23年11月29日 ＪＡＳＤＡＱ
野菜の接ぎ木苗の生産販売、農

業資材等の仕入販売等 
愛媛県 

㈱サンセイランディック 平成23年12月13日 ＪＡＳＤＡＱ
底地等の権利調整を伴う不動産

を中心とした不動産販売事業、

戸建て注文住宅等の建築事業等 

東京都 

ダブル・スコープ㈱ 平成23年12月16日 マザーズ 
リチウムイオン二次電池用セパ

レータの製造・販売等 
神奈川県

海外：２社 

Tudou Holdings Ltd. 平成23年８月17日 ＮＡＳＤＡＱ
投稿型映像配信系ポータルサイ

トの運営 
中国 

CU Medical Systems,Inc. 平成23年12月15日 ＫＯＳＤＡＱ
自動体外式除細動器（AED）開発

製造 
韓国 
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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。 
  

  上記のほか、前連結会計年度に株式交換・合併により上場会社に買収され、上場会社の株式を取得した主な投資

先は以下のとおりであります。 

  クリック証券㈱、 Agape Package Manufacturing Ltd 

  

   

（２）投資事業組合の設立の状況 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

 新規に設立した投資事業組合 

 該当事項はありません。 

  

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） 

 新規に設立した投資事業組合         

  

  

  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） 

  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:５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 

BCD Semiconductor 

Manufacturing Limited 
平成23年１月28日 ＮＡＳＤＡＱ アナログIC設計・開発及び製造 中国 

 [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
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（３）その他 

  

 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24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日） 

   

  

  

  

１．連結経営成績（累計） 

  24年３月期 
第３四半期 (A) 

23年３月期 
通期 (B) 

対前期比 
[(A)/3×4]/(B) 

 
23年３月期 
第３四半期 

  百万円 百万円 ％  百万円 

売上高  12,972  15,143  114.2   10,830

営業利益  1,331  2,847  62.3   1,951

経常利益    2,742  3,202  114.2   2,464

四半期（当期）純利益  5,600  2,329  320.6    1,748

  24年３月期 
第３四半期 

23年３月期 
通期 

23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 

 126.22  52.50  39.41

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 

  
24年３月期 
第３四半期 

23年３月期 
  

23年３月期 
第３四半期 

総資産（百万円）  128,476  133,441  133,114

純資産（百万円）  93,502  88,827  87,671

自己資本比率（％）  72.7  66.3  65.6

１株当たり純資産(円 銭)  2,106.03  1,995.05  1,969.08
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