
 
  

【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成18年12月22日

【中間会計期間】 第15期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)

【会社名】 アストマックス株式会社

【英訳名】 ASTMAX Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  牛 嶋 英 揚

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号

【電話番号】 03-5447-8400(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長  小 島 健太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号

【電話番号】 03-5447-8400(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長  小 島 健太郎

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所

(東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号)



第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社は第14期中より中間連結財務諸表を作成しております。 

３ 第14期までの潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、新株予約権の残高がありますが、当

社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

４ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

５ 当社は、平成17年10月25日付で株式１株につき10株の株式分割を行なっております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第13期中 第14期中 第15期中 第13期 第14期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

営業収益 (千円) ― 872,192 598,756 1,188,309 1,856,511

経常利益 (千円) ― 411,394 41,358 476,147 810,499

中間(当期)純利益 (千円) ― 224,556 10,096 262,767 495,832

純資産額 (千円) ― 1,492,016 2,326,027 1,341,134 1,765,938

総資産額 (千円) ― 2,682,239 3,133,307 1,994,751 2,793,275

１株当たり純資産額 (円) ― 159,233.32 22,781.86 143,130.68 18,846.72

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― 23,965.49 102.58 28,538.81 5,291.70

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― 100.01 ― ―

自己資本比率 (％) ― 55.6 74.2 67.2 63.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △31,290 △415,134 171,921 222,675

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △118,559 15,185 △81,242 △149,449

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 293,247 651,302 119,092 88,371

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) ― 577,578 846,197 435,735 594,579

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
―

〔―〕
30
〔1〕

35
〔2〕

25
〔1〕

32
〔2〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第13期における１株当たり配当額の新株の内容は以下の増資によるものであります。 

 
３ 第14期までの潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、新株予約権の残高がありますが、当

社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

４ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

５ 当社は、平成17年10月25日付で株式１株につき10株の株式分割を行なっております。 

  

回次 第13期中 第14期中 第15期中 第13期 第14期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

営業収益 (千円) ― 803,449 639,485 1,092,520 1,802,362

経常利益 (千円) ― 404,996 93,008 490,899 832,636

中間(当期)純利益 (千円) ― 233,414 53,819 285,854 390,506

資本金 (千円) ― 594,500 1,000,000 594,500 594,500

発行済株式総数 (株) ― 9,370 102,100 9,370 93,700

純資産額 (千円) ― 1,568,303 2,332,792 1,412,714 1,727,635

総資産額 (千円) ― 2,717,200 3,140,146 2,043,856 2,742,757

１株当たり純資産額 (円) ― 167,375.00 22,848.12 150,769.97 18,437.94

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― 24,910.81 546.79 31,046.36 4,167.62

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― 533.13 ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―
旧株 8,400
新株 2,100

1,590

自己資本比率 (％) ― 57.7 74.3 69.1 63.0

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
―

〔―〕
25
〔1〕

34
〔2〕

20
〔1〕

31
〔2〕

第13期

旧株 既存株式

新株 平成17年１月17日発行



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社企業グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２  従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合はありませんが、労使関係は良好であります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

商品投資顧問事業 5 〔1〕

証券投資顧問事業 2

ディーリング事業 9

営業投資事業 5

全社(共通) 14 〔1〕

合計 35 〔2〕

従業員数(名) 34〔2〕



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は企業の設備投資が引続き堅調で、雇用環境の好転による

個人消費の増大に支えられ、緩やかな拡大基調で推移しました。  

 この間、当社企業グループの主要事業と係りの深い商品市況は、5月後半から6月にかけて反落の調整

後7月には内外石油市場が最高値を更新しましたが、その後エネルギー市場を中心に商品市場は反転し

全面安の展開となりました。中東の地政学的リスクの減少、米国にハリケーン被害が皆無だったことで

の需給緩和、天然ガス相場で巨大な損失を出したヘッジファンドの報道などが、商品市況全般を押し下

げました。  

一方、国内商品先物市場では、平成17年5月の改正商品取引所法の施行以降、主務省（農林水産省・

経済産業省）では商品取引員に対する検査体制を強化してきており、8月には商品取引員2社が行政処分

を受けております。このような環境下、国内商品先物市場の流動性、すなわち取組高や出来高が大きく

減少しました。8月の全国商品取引所日次平均出来高は前月比で約20%減となり、前年同月比では8月・9

月共に平均出来高・平均取組高共に20%を超える減少となりました。当社企業グループの主要事業であ

る商品投資顧問事業、ディーリング事業及び営業投資事業の収益を確保するためには東京工業品取引所

等商品先物市場においてある程度の流動性が維持されていることが必要であり、当社企業グループにと

って厳しい環境となりました。  

当中間連結会計期間の営業収益は前年同期比273百万円（31.4％）減少し598百万円となり、連結営業

費用は、業績連動部分の賞与・インセンティブ給は大きく減少しましたが、東京工業品取引所等での取

引枚数の増加により取引所定率会費が大幅増加となる他、ディーラー等の人員増、上場に伴う広告宣伝

費の増加等により前年同期比84百万円（18.8%）増加の536百万円となりました。連結経常利益は370百

万円（89.9％）減の41百万円、連結中間純利益は214百万円（95.5％）減の10百万円となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 商品投資顧問事業 

当中間連結会計期間の運用成績は、世界的にトレンドフォロー型運用の成績が低迷する中、商品市

場でのトレンドフォロー型運用プログラム「アストプレリュード」及び米国にある子会社Astmax 

USA, Ltd.にて運用を行っている金融商品トレンドドフォロー型運用プログラム「ファイナンシャ

ル・アストプレリュード（有価証券を除く部分）」とも、商品・金融の両市場で明確なトレンドをつ

かめなかったため運用が低迷しました。当社の開発した商品インデックス「AstMax Commodity Index 

(以下AMCI)」に連動した運用プログラムの収益率も、夏場以降の商品市況の反落に伴い平成18年3月

末比での収益率がマイナスとなりました。  

一方、商品市場での裁定取引型運用プログラム「アストジェネシス」は、前連結会計年度に引続き

安定した収益を上げております。運用成績が急激に落ち込んでいた「アストプレリュード」について

は発注方法の一部変更を含む改良研究を進めてきましたが、夏以降改良版を正式にリリースすること

ができ、改良後の収益率はプラスとなっております。また、AMCIについては、商品市況の急落の環境

下、情報ベンダーに指数情報が掲載されている商品指数の中で年初来収益率がプラスを維持している

数少ない指数であり続けております。  

 顧客運用資産面では、7月まで順調に増加していたAMCIに連動したファンドの運用資産が8月以降減



少に転じた他、運用成績が低迷している「アストプレリュード」「ファイナンシャル・アストプレ

リュード（有価証券を除く部分）」も運用資産を減少させました。また好調な運用成績が続く「アス

トジェネシス」についても、運用資産を伸ばすことができませんでした。  

 当中間連結会計期間において、運用収益率の向上及び運用資産額の増加を目指して行った努力の主

な成果は以下の通りです。  

 
当中間連結会計期間の営業収益は前年同期比128百万円（67.4％）減少し62百万円となりました。

営業費用は主として業績連動部分の賞与・インセンティブ給が減少したことにより、前年同期比18百

万円（15.0％）減少し103百万円となり、営業損失は40百万円（前年同期は69百万円の営業利益）と

なりました。  

  

② 証券投資顧問事業 

当中間連結会計期間において、本年初頭の新興株式市場を中心とした株価急落以降、運用対象とな

っている国内株式市場では過去の値動きのパターンから外れた動きが多く見られました。このような

市場環境のもと、市場中立型運用プログラム「ファイナンシャル・アストシンフォニー」では、割安

株を買うという戦略がうまく機能せず収益を上げることができませんでした。米国にある子会社

Astmax USA, Ltd.にて運用を行っている金融商品トレンドドフォロー型運用プログラム「ファイナン

シャル・アストプレリュード（有価証券部分）」も、収益率がマイナスとなりました。  

 顧客運用資産面では、「ファイナンシャル・アストプレリュード（有価証券部分）」が減少し、

「ファイナンシャル・アストシンフォニー」の運用資産も微増に留まりました。AMCIに連動したファ

ンドの運用資産（債券運用部分）については、7月まで順調に増加していましたが、8月以降減少に転

じました。  

当中間連結会計期間において、運用収益率の向上及び運用資産額の増加を目指して行った努力の主

な成果は以下の通りです。  

 
当中間連結会計期間の営業収益は前年同期比11百万円（30.9％）減少し25百万円となりました。営

業費用は主として業績連動部分の賞与・インセンティブ給が減少したことにより19百万円（23.1％）

減少し63百万円となりました。営業損失は前年同期比7百万円（16.8％）改善し38百万円となりまし

た。  

  

③ ディーリング事業 

当事業では、東京工業品取引所等商品先物市場においてマーケットメーカー的ディーリング業務を

行なっており、前連結会計年度までは活況を呈した国内市場の下で順調に収益を伸ばして参りまし

た。しかしながら、当中間連結会計期間におきましては、改正商品取引所法の影響を受け国内市場の

流動性、価格変動率（ボラティリティ）共に低下の傾向が見られ、収益が低迷しました。   

・ 運用プログラム「アストプレリュード」につき、市場の変化に対応させた部分的な改良（8月）

・ 商品市場を対象とした新たな運用手法の開発（現在試験運用中） 

・ 機関投資家等プロフェッショナルからの投資を想定して日次で純資産額を計算するファンドの組成

（一部は平成18年度上半期に完成、残りは平成18年度下半期予定）

・ 運用プログラム「ファイナンシャル・アストシンフォニー」につき、新たな戦略の追加（6月）と、

各戦略への資産配分を市場環境等に合わせて機動的に変更できる体制の確立 

・ 証券市場等を対象とした、現在試験運用中の運用プログラムの顧客資産運用開始への準備（平成18

年度下期に実運用開始予定）



 市場別に見ますと、原油価格がピークを打ったエネルギー市場においては出来高、取組高が落ち

込んだのに対して、前年よりザラ場取引に移行されたゴム市場においては比較的活発な取引がなされ

ました。  

低調な国内市場に比較して、引き続き活況を呈している海外の先物市場において、当社のディーリ

ングのノウハウを活かすべく海外先物取引用の口座開設、取引先開拓等の準備を進めて参りました。 

 本年度採用した4名のトレーニーを育成した結果、その全員が正式ディーラー昇格を果たし（内１

名はその後顧客資産の担当部署に異動）、徐々に収益に貢献するようになってきております。 

当中間連結会計期間の営業収益は前年同期比36百万円（6.7％）減少し515百万円となりました。営

業費用は主として東京工業品取引所等での取引枚数の増加により取引所定率会費が大幅増加となり、

51百万円（23.1％）増加し275百万円となりました。営業利益は前年同期比88百万円（26.9％）減少

し、240百万円となりました。  

  

④ 営業投資事業 

当事業では、当社企業グループが運用するファンドへの自己資金を使った営業投資と自己勘定での

証券投資を行っております。前者の営業投資は、投資先の非連結子会社Astmax Hub Fund Ltd.におい

て運用プログラム「アストプレリュード」が例年になく変動が激しくなった市場環境において大きな

損失を計上したため、当社企業グループの連結収益に対してマイナスの寄与となりました。後者の証

券投資で対象としている株式市場は全体的に下落傾向にあり、特にジャスダック証券取引所等の新興

市場や小型株において軟調な動きが続き、下落幅が大きくなりました。この様な環境のもと、小型株

を多く組み入れた割安株ポートフォリオや短期ディーリング手法においては損失を計上した一方、ロ

ングショート型ポートフォリオやオプション運用においては比較的安定した収益を上げることが出来

ました。  

当中間連結会計期間の営業収益は前年同期比125百万円（90.3％）減少し13百万円となりました。

営業費用は38百万円（52.1％）増加し112百万円となりました。営業損失は前年同期比163百万円減少

の98百万円（前年同期は64百万円の営業利益）となりました。  

なお、上記の事業の種類別の営業収益にはセグメント間の内部営業収益又は振替高17百万円が含ま

れております。  

  

所在地別業績は次のとおりであります。 

１) 日本 

トレンドフォロー型運用プログラム「アストプレリュード」の低迷により成功報酬の獲得ができ

ず、また、ディーリング事業では国内市場の流動性、価格変動率(ボラティリティ)の低下により収

益が減少し、営業収益は639百万円(前年同期比23.1％減）、営業利益は113百万円（前年同期比

71.0％減)となりました。 

  

２) 米国 

金融商品トレンドフォロー型運用プログラム「ファイナンシャル・アストプレリュード」が低迷

し収益が減少し、営業収益は19百万円（前年同期比19.9％減）、営業費用は運用プログラムの契約

形態の変更により本社への支払手数料が減少し、営業利益は3百万円(前年同期比9,422.0％増）と

なりました。 

  

３) ケイマン諸島 



投資先のAstmax Hub Fund Ltd.において運用プログラム「アストプレリュード」が損失を計上

し、営業収益は△33百万円（前年同期は56百万円の営業収益）、営業損失は33百万円(前年同期は

56百万円の営業利益)となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末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251百万円増加し、

846百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主として運用プログラム「アストプレリュード」の低迷によ

り税金等調整前中間純利益が41百万円と前年同期比355百万円減少、現物商品の購入、当社が投資して

いるファンドが損失を計上し出資金が減少したこと等により前年同期より383百万円（1,226.7%)減少し

△415百万円となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは主として有形固定資産の取得、長期差入保証金の差入が減少し

たことにより前年同期比133百万円増加し、15百万円（前年同期は△118百万円）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、公募増資による収入があった一方、借入金の返済、配当金の

支払額の増加等による支出があり、前年同期比358百万円（122.1％）増加の651百万円となりました。 

  



２ 【営業の状況】 

(1) 営業収益実績 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)における営業収益実績を事業の

種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の営業収益実績及び当該営業収益実績の総営業収益実績に対する割合 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前年同期比(％)

商品投資顧問事業(千円) 62,327 △67.4

  うち管理報酬(千円) 62,229 38.1

  うち成功報酬(千円) 98 △99.9

証券投資顧問事業(千円) 25,474 △30.9

  うち管理報酬(千円) 25,372 13.1

  うち成功報酬(千円) 101 △99.3

ディーリング事業(千円) 515,450 △6.7

営業投資事業(千円) △4,495 ─

合計 598,756 △31.4

相手先

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

営業収益(千円) 割合(％) 営業収益(千円) 割合(％)

東京工業品取引所 531,947 60.9 486,916 81.3



(2) 運用資産残高の状況 

以下の表は、当社企業グループの運用資産残高の状況を示したものです。 

① 当中間連結会計期間のプログラム別運用資産残高 

  

 
(注)１ 上記金額は個々の契約により、時価純資産額、時価純資産額にノーショナル・エクイティ(想定運用資産)を

加えた額または運用受託金額のいずれかを、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

  先物市場を使った運用の場合、実際に証拠金として必要な資金が少額であることから、顧客によっては実際

に預託する資金に想定運用資産を加えた資産額で運用するように契約上取り決めることが多く、通常、この

契約運用資産額が管理報酬の計算上のベースとなっています。この様に顧客との契約運用資産額のうち実際

に資金が預託されていない金額をノーショナル・エクィティ（想定運用資産）といいます。 

２ ファイナンシャル・アストプレリュードは商品投資顧問事業と証券投資顧問事業の二つの事業部門にありま

すが、同運用プログラムのうち、金融先物等その他の運用のものを商品投資顧問事業に、証券先物で運用す

るものを証券投資顧問事業に分類しております。 

３ AMCIは商品投資顧問事業と証券投資顧問事業の二つの事業部門にありますが、同運用プログラムのうち、商

品先物で運用するものを商品投資顧問事業に、債券等で運用するものを証券投資顧問事業に分類しておりま

す。 

  

② 当中間連結会計期間のプログラム別運用資産残高 

  

 
(注)１ 上記金額は個々の契約により、時価純資産額、時価純資産額にノーショナル・エクイティ(想定運用資産)を

加えた額または運用受託金額のいずれかを、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

プログラム名 平成18年３月 平成18年６月 平成18年９月

商品投資 
顧問事業

アストジェネシス 
(百万円)

1,862 1,912 1,831

アストプレリュード 
(百万円)

1,447 1,359 747

ファイナンシャル  
アストプレリュード 
(百万円)

577 562 443

AMCI(百万円) 5,909 8,214 8,056

証券投資 
顧問事業

ファイナンシャル  
アストプレリュード 
(百万円)

577 562 443

ファイナンシャル  
アストシンフォニー 
(百万円)

1,860 2,010 1,928

AMCI等(百万円) 5,909 7,494 7,154

合計(百万円) 18,143 22,115 20,605

プログラム名
アストジェネシス 
(百万円)

アストプレリュー
ド(百万円)

ファイナンシャル
アストプレリュー
ド(百万円)

ファイナンシャル
アストシンフォニ
ー(百万円)

AMCI等 
(百万円)

平成18年３月 1,862 1,447 1,154 1,860 11,818

流入 30 94 9 173 4,184

流出 △26 △65 △13 ─ △688

運用等 45 △116 △26 △24 394

平成18年６月 1,912 1,359 1,124 2,010 15,708

流入 100 8 0 ─ 1,405

流出 △188 △504 △208 △80 △478

運用等 7 △115 △29 △1 △1,424

平成18年９月 1,831 747 887 1,928 15,210



２ 運用等の数値は、以下の算式により算出しております。 

  ｔ期の運用等＝ｔ期末残高－ｔ期流入＋ｔ期流出－(ｔ－1)期末残高 

  

③ 当中間連結会計期間の成功報酬付き運用資産残高及び比率の推移 

  

 
(注) 上記金額は個々の契約により、時価純資産額、時価純資産額にノーショナル・エクイティ(想定運用資産)を加

えた額または運用受託金額のいずれかを、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

  

④ 平均運用資産残高の推移 

  

 
(注) 各期の月末運用資産残高の単純平均であります。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

成功報酬の有無 平成18年３月 平成18年６月 平成18年９月

成功報酬あり

残高(百万円) 6,325 6,406 5,394

比率(％) 34.9 29.0 26.2

成功報酬なし

残高(百万円) 11,818 15,708 15,210

比率(％) 65.1 71.0 73.8

合計
残高(百万円) 18,143 22,115 20,605

比率(％) 100.0 100.0 100.0

期別
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

平均運用資産残高(百万円) 11,213 20,947



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

 また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであ
ります。 

 
(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、発行対象者の退職による権利喪失に伴い新株予約

権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

２  新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約

権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かかる調整は当該時点におい

てその者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満

の株式については切り捨てます。 

 
３  新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 360,000

計 360,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 102,100 102,100
ジャスダック証券

取引所

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 102,100 102,100 ― ―

株主総会の特別決議日(平成16年１月21日)：新株予約権発行日(平成16年２月12日)

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個)（注）１、２ 380 360 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)
（注）１、２

3,800 3,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)
（注）３

30,000 同左

新株予約権の行使期間
平成18年２月１日～
平成24年７月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)

発行価格  30,000
資本組入額 15,000

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡及び質入等の処分
は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率



 
   また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合（新株予

約権の行使によるものを除く）は、次の算式により払込む金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数

は切り上げます。 

 
   なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株

式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

４ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

   （１）行使の条件     

 
   （２）新株予約権の消却及び取得    

 
  

 
(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、発行対象者の退職による権利喪失に伴い新株予約

権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

２  新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約

権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かかる調整は当該時点におい

てその者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満

の株式については切り捨てます。 

 
３  新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 1

分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
既発行株式数 ＋

新発行株式数 × 1株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

① 上記行使期間にかかわらず、当社が日本国内の証券取引所に上場されるまでは、新株予約権を
行使できない。

② 権利行使時において当社または当社子会社の取締役および従業員の地位にあることを要する。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。

④ その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書
承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消
却することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（１）行使の条件の②に既定する条件に該当しなく
なったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得するこ
とができる。

③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することがで
きるものとする。

株主総会の特別決議日(平成16年６月25日)：新株予約権発行日(平成17年１月14日)

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個)（注）１、２ 98 83

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)
（注）１、２

980 830

新株予約権の行使時の払込金額(円)
（注）３

30,000 同左

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日～
平成24年７月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)

発行価格  30,000
資本組入額 15,000

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡及び質入等の処分
は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

1



 
   また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合（新株予

約権の行使によるものを除く）は、次の算式により払込む金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数

は切り上げます。 

 
   なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株

式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

４ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

   （１）行使の条件     

 
   （２）新株予約権の消却及び取得    

 
  

 
(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、発行対象者の退職による権利喪失に伴い新株予約

権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

２  新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約

権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かかる調整は当該時点におい

てその者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満

の株式については切り捨てます。 

 
３  新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
既発行株式数 ＋

新発行株式数 × 1株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

① 上記行使期間にかかわらず、当社が日本国内の証券取引所に上場されるまでは、新株予約権を
行使できない。

② 権利行使時において当社または当社子会社の取締役および従業員の地位にあることを要する。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。

④ その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書
承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消
却することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（１）行使の条件の②に既定する条件に該当しなく
なったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得するこ
とができる。

③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することがで
きるものとする。

株主総会の特別決議日(平成16年６月25日)：新株予約権発行日(平成17年６月24日)

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個)（注）１、２ 62 52

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)
（注）１、２

620 520

新株予約権の行使時の払込金額(円)
（注）３

30,000 同左

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日～
平成24年７月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)

発行価格  30,000(注２)
資本組入額 15,000(注２)

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡及び質入等の処分
は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 1



 
   また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合（新株予

約権の行使によるものを除く）は、次の算式により払込む金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数

は切り上げます。 

 
   なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株

式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

４ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。  

  （１）行使の条件     

 
   （２）新株予約権の消却及び取得 

 
  

分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
既発行株式数 ＋

新発行株式数 × 1株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

① 上記行使期間にかかわらず、当社が日本国内の証券取引所に上場されるまでは、新株予約権を
行使できない。

② 権利行使時において当社または当社子会社の取締役および従業員の地位にあることを要する。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。

④ その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書
承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消
却することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（１）行使の条件の②に既定する条件に該当しなく
なったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得するこ
とができる。

③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することがで
きるものとする。



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) 有償一般募集増資(ブックビルディング方式) 

発行価額 90,000円 引受価額 83,700円 発行価額 66,300円 資本組入額 48,273円 

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年６月20日(注) 8,400 102,100 405,500 1,000,000 297,580 542,080

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

有限会社 啓尚 東京都目黒区碑文谷３丁目８－１ 18,000 17.63

牛 嶋 英 揚 神奈川県横浜市港北区 9,340 9.15

株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区大手町２丁目６－４ 5,705 5.59

スターアセット証券株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目２－５ 4,670 4.57

オリオン交易株式会社 兵庫県神戸市中央区京町６７番地 4,170 4.08

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－１０ 3,302 3.23

小 幡 健太郎 東京都目黒区 3,120 3.06

小 倉 卓 也 東京都目黒区 2,650 2.60

石 田 勝 世 東京都港区 2,522 2.47

小 山 倫 子 静岡県浜松市 2,000 1.96

計 ― 55,479 54.34



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

なお、当社株式は、平成18年６月21日付でジャスダック証券取引所に上場されておりますので、それ以前につ

いては、該当事項はありません。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式 102,100 102,100
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 102,100 ― ―

総株主の議決権 ― 102,100 ―

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) ― ― 224,000 266,000 214,000 184,000

最低(円) ― ― 111,000 143,000 174,000 71,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで)及び前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表については、中央青山監査法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の

中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、みすず監査法人及び公認会計士石原幹郎事務所により中

間監査を受けております。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 第14期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第14期中間会計期間の中間財務諸表         

                                                    中央青山監査法人

第15期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第15期中間会計期間の中間財務諸表  

      みすず監査法人及び公認会計士石原幹郎事務所

従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年９月1日に名称を変更し、みすず

監査法人となりました。 

なお、前中間連結会計期間及び前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成18年５月19日提出の有価

証券届出書に添付されたものによっております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 577,578 846,197 594,579

 ２ 営業未収入金 173,767 90,966 181,439

 ３ 有価証券 ※１ 254,881 267,390 287,177

  ４ たな卸資産 ─ 114,296 ─

  ５ 差入保証金 600,070 856,506 715,901

 ６ 繰延税金資産 63,434 15,752 36,957

 ７ その他 15,532 48,188 19,906

   流動資産合計 1,685,263 62.8 2,239,298 71.5 1,835,961 65.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 26,423 28,503 27,983

    減価償却累計額 321 26,102 4,063 24,439 2,258 25,725

  (2) 器具備品 18,996 39,820 37,655

    減価償却累計額 5,524 13,472 19,813 20,006 16,264 21,390

    有形固定資産合計 39,574 1.5 44,446 1.4 47,116 1.7

 ２ 無形固定資産 20,582 0.8 20,243 0.6 15,362 0.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 214,896 211,534 214,134

  (2) 出資金 351,675 258,445 300,257

  (3) 長期差入保証金 328,652 309,519 333,732

  (4) 繰延税金資産 9,832 12,587 9,821

  (5) 保険積立金 ─ 36,532 35,990

  (6) その他 31,762 700 900

   投資その他の資産 
   合計

936,819 34.9 829,318 26.5 894,835 32.0

   固定資産合計 996,976 37.2 894,008 28.5 957,313 34.3

   資産合計 2,682,239 100.0 3,133,307 100.0 2,793,275 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 営業未払金 55,435 69,263 59,408

 ２ 借入有価証券 ※１ 69,667 58,324 122,139

 ３ 短期借入金 395,268 400,000 237,400

 ４ 一年内返済予定の 
   長期借入金

20,676 16,000 21,000

 ５ 一年内償還予定の 
   社債

60,000 20,000 45,000

 ６ 未払法人税等 212,778 15,155 182,527

 ７ 賞与引当金 52,569 23,477 41,185

 ８ インセンティブ 
   給引当金

75,920 9,680 20,093

 ９ その他 79,947 78,192 162,310

    流動負債合計 1,022,262 38.1 690,094 22.0 891,066 31.9

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 80,000 60,000 70,000

 ２ 長期借入金 48,332 18,000 26,000

 ３ 退職給付引当金 11,088 10,644 11,731

 ４ 役員退職慰労引当金 28,540 28,540 28,540

    固定負債合計 167,960 6.3 117,184 3.8 136,271 4.9

    負債合計 1,190,223 44.4 807,279 25.8 1,027,337 36.8

(資本の部)

Ⅰ 資本金 594,500 22.2 ― ― 594,500 21.3

Ⅱ 資本剰余金 244,500 9.1 ― ― 244,500 8.7

Ⅲ 利益剰余金 644,708 24.0 ― ― 915,984 32.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

8,937 0.3 ― ― 10,719 0.4

Ⅴ 為替換算調整勘定 △630 △0.0 ― ― 234 0.0

    資本合計 1,492,016 55.6 ― ― 1,765,938 63.2

    負債資本合計 2,682,239 100.0 ― ― 2,793,275 100.0



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 1,000,000 ―

 ２ 資本剰余金 ― 542,080 ―

 ３ 利益剰余金 ― 777,097 ―

   株主資本合計 ― ― 2,319,177 74.0 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 6,400 ―

 ２ 為替換算調整勘定 ― 449 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 6,849 0.2 ― ―

   純資産合計 ― ― 2,326,027 74.2 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 3,133,307 100.0 ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

 １ 商品投資顧問業収益 191,196 62,327 259,299

 ２ 証券投資顧問業収益 36,854 25,474 85,483

 ３ ディーリング収益 552,422 515,450 1,380,010

 ４ 営業投資収益 91,719 872,192 100.0 △4,495 598,756 100.0 131,718 1,856,511 100.0

Ⅱ 営業費用 ※１ 451,289 51.7 536,231 89.6 1,018,316 54.9

   営業利益 420,902 48.3 62,525 10.4 838,194 45.1

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息 145 355 848

 ２ 業務受託収入 771 1,028 1,542

 ３ 為替差益 198 ― ―

 ４ 保険解約益 ─ ― 6,901 

 ５ その他 347 1,463 0.1 158 1,542 0.3 513 9,806 0.5

Ⅳ 営業外費用

 １ 支払利息 4,983 5,163 10,057

 ２ 社債発行費 4,350 ― 4,499

 ３ 消費税非還付損 1,587 ― 5,938

 ４ 為替差損 ― 115 213

 ５ 上場関連費用 ― 17,394 15,500

 ６ その他 50 10,971 1.2 35 22,709 3.8 1,293 37,502 2.0

   経常利益 411,394 47.2 41,358 6.9 810,499 43.6

Ⅴ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 798 ― 798

 ２ その他特別利益 16 814 0.0 ― ― ― ― 798 0.0

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※２ 8,315 ― 8,295

 ２ 移転費用 7,501 ― 7,597

 ３ 役員特別功労金 ※３ ― 15,817 1.8 ― ― ― 18,000 33,893 1.8

  税金等調整前 
  中間(当期)純利益

396,391 45.4 41,358 6.9 777,404 41.8

  法人税、住民税 
  及び事業税

199,243 2,064 283,681

  過年度法人税、住民税 
  及び事業税

─ 7,878 ─

  法人税等調整額 △27,409 171,834 19.7 21,318 31,261 5.2 △2,109 281,571 15.2

  中間(当期)純利益 224,556 25.7 10,096 1.7 495,832 26.6



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の連結剰余金計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 244,500 244,500

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高

244,500 244,500

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 497,574 497,574

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 中間(当期)純利益 224,556 495,832

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 77,422 77,422

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高

644,708 915,984



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 594,500 244,500 915,984 1,754,984

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 405,500 297,580 ─ 703,080

 剰余金の配当（注） ─ ─ △148,983 △148,983

 中間純利益 ─ ─ 10,096 10,096

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

─ ─ ─ ─

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

405,500 297,580 △138,886 564,193

平成18年９月30日残高(千円) 1,000,000 542,080 777,097 2,319,177

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 10,719 234 10,953 1,765,938

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 703,080

 剰余金の配当（注） ― ― ― △148,983

 中間純利益 ― ― ― 10,096

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△4,319 215 △4,104 △4,104

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△4,319 215 △4,104 560,089

平成18年９月30日残高(千円) 6,400 449 6,849 2,326,027



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間 
 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前中間(当期)純利益 396,391 41,358 777,404

  減価償却費 4,233 7,874 22,613

  長期前払費用償却 2,092 ― 2,092

  賞与引当金の増減額（△は減少） 13,520 △ 17,718 2,235

  インセンティブ給引当金の増減額 
  （△は減少）

63,796 △ 10,413 7,969

  退職給付引当金の増減額 
  （△は減少）

2,346 △ 1,086 2,988

  受取利息及び受取配当金 △145 △ 2,378 △848

  支払利息 4,983 5,472 10,810

    上場関連費用 ― 17,394 ―

  有形固定資産除却損 8,315 ― 8,295

  差入保証金の増減額(△は増加） △151,832 △ 140,604 △267,663

  有価証券の増減額（△は増加） △138,265 19,786 △170,561

  出資金の増減額（△は増加） △56,148 37,211 △996

  借入有価証券の増減額（△は減少） 68,269 △ 63,814 120,742

  未収入金の増減額（△は増加） △62,762 90,391 △65,799

  商品先物委託評価差金の増減額 
  （△は増加)

1,218 ― ―

  未払金の増減額（△は減少） 79,695 9,838 89,987

  未払費用の増減額（△は減少） △52,760 △ 83,415 22,675

  預り金の増減額（△は減少） 108 △ 38 2,286

  たな卸資産の増減額（△は増加） ─ △ 114,296 ─

  その他 2,908 △ 31,713 △5,687

   小計 185,964 △ 236,151 558,543

  利息及び配当金の受取額 145 2,378 786

  利息の支払額 △ 5,692 △ 5,947 △10,353

  法人税等の支払額 △211,708 △175,413 △326,300

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 31,290 △ 415,134 222,675



 
  

前中間連結会計期間 
 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 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 △36,883 △ 1,085 △57,101

  無形固定資産の取得による支出 △6,300 △ 7,400 △6,764

  長期差入保証金の回収による収入 ─ 25,000 ─

  長期差入保証金の差入による支出 △78,042 △ 786 △82,922

  保険積立金の積立による支出 △133 △ 542 △5,461

  投資有価証券の売却による収入 5,000 ─ 5,000

  商品取引所加入金等 
  の差入による支出

△2,200 ─ △2,200

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△118,559 15,185 △149,449

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  株式の発行による収入 ─ 703,080 ─

  上場関連に伴う支出 ― △ 17,394  ―

  社債の発行による収入 100,000 ― 100,000

  社債の償還による支出 △15,000 △ 35,000 △40,000

  短期借入による収入 582,000 600,000 1,030,000

  短期借入金の返済による支出 △337,332 △ 437,400 △943,200

  長期借入による収入 50,000 ― 50,000

  長期借入金の返済による支出 △8,998 △ 13,000 △31,006

  配当金の支払額 △77,422 △ 148,983 △77,422

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

293,247 651,302 88,371

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,554 264 △2,753

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 141,842 251,618 158,844

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 435,735 594,579 435,735

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 577,578 846,197 594,579



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

連結子会社の数 ３社

 連結子会社の名称

①アストマックス・アセ

ット・マネジメント株

式会社

②Astmax USA, Ltd.

③Astmax Investment 

 Ltd.

(1)連結子会社の数  ２社 

  連結子会社の名称

①Astmax USA, Ltd.

②Astmax Investment 

Ltd. 

(2)非連結子会社名

Astmax Hub Fund Ltd.

（連結の範囲から除いた理

由）

 Astmax Hub Fund Ltd.は

ケイマン諸島籍の会社型投

資信託（ミューチュアル・

ファンド)として設立した

会社で、当社の子会社であ

るAstmax USA, Ltd.が議決

権の100％を保有していま

すが、その資産はケイマン

の投資信託法（The Mutual 

Funds Law of the Cayman 

Islands)に基づき信託財産

として外部に信託され分別

管理されており、投資家に

帰属する信託財産及び損益

を除いた会社に実質的に帰

属する総資産、営業収益、

当期純損益及び利益剰余金

等はいずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

連結子会社の数 ２社 

 連結子会社の名称

①Astmax USA, Ltd.

②Astmax Investment 

Ltd. 

 平成17年11月１日付にて

アストマックス・アセッ

ト・マネジメント株式会社

を吸収合併いたしました。 

 

２ 持分法の適用に関

する事項

該当事項はありません。  同左  同左

３ 連結子会社の中間

決算日(事業年度)

等に関する事項

連結子会社の中間決算日は

中間連結決算日と一致して

おります。

 同左 連結子会社の決算日は連結

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

①有価証券 

a 売買目的有価証券 

時価法

①有価証券 

a 売買目的有価証券 

 同左

①有価証券 

a 売買目的有価証券 

 同左

b その他有価証券

時価のあるもの

 中間決算期末の市場価

格等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は先入先出法にて算定)

b その他有価証券

時価のあるもの

 中間決算期末の市場価

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

価は先入先出法にて算

定)

b その他有価証券

時価のあるもの

 決算期末の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は先入先出法

にて算定)



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

②たな卸資産 

 

 ──────────

②たな卸資産 

 商品 

 移動平均法による低価法

②たな卸資産 

 

 ──────────

③デリバティブ 

 時価法

③デリバティブ 

 同左

③デリバティブ 

 同左

(2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

①有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社

は定率法によっておりま

す。 

 ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物

付属設備は除く)について

は、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物     ６～15年 

 器具備品   ４～15年

①有形固定資産 

 当社は定率法によってお

ります。 

 ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物

付属設備は除く)について

は、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物     ６～15年 

 器具備品   ４～15年

①有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社

は定率法によっておりま

す。  

 ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物

付属設備は除く)について

は、定額法によっておりま

す。  

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。  

 建物     ６～15年 

 器具備品   ４～15年

②無形固定資産 

 当社及び国内連結子会社

は定額法によっておりま

す。 

 ただし、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。

②無形固定資産 

 当社は定額法によってお

ります。 

 ただし、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。

②無形固定資産 

 当社及び国内連結子会社

は定額法によっておりま

す。  

 ただし、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。

③長期前払費用 

 当社及び国内連結子会社

は定額法によっておりま

す。

③長期前払費用 

 ──────────

③長期前払費用 

 当社及び国内連結子会社

は定額法によっておりま

す。

(3) 重要な引当金の

計上基準

①賞与引当金 

 従業員に対する賞与支給

に備えるため、将来の支給

見込み額のうち当中間期の

負担額を計上しておりま

す。

①賞与引当金 

 同左

①賞与引当金 

 従業員に対する賞与支給

に備えるため、将来の支給

見込み額のうち当期の負担

額を計上しております。

②インセンティブ給引当金 

 専門職従業員(ディーラ

ー等)に対する支給に備え

るため、将来の支給見込み

額のうち当中間期の負担額

を計上しております。

②インセンティブ給引当金 

 同左

②インセンティブ給引当金 

 専門職従業員(ディーラ

ー等)に対する支給に備え

るため、将来の支給見込み

額のうち当期の負担額を計

上しております。

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当中間期末に於け

る退職給付債務の見込み額

に基づき計上しておりま

す。

③退職給付引当金 

 同左

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当期末に於ける退

職給付債務の見込み額に基

づき計上しております。



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

④役員退職慰労引当金 

 当社は平成14年３月31日

をもって役員退職慰労金制

度を廃止いたしました。そ

の時点での要支払額のう

ち、将来退職時に支払うべ

き金額を役員退職慰労引当

金として計上しておりま

す。

④役員退職慰労引当金 

 同左

④役員退職慰労引当金 

 同左

(4) 重要なリース取

引の処理方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

以外のファイナンス・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。

 同左  同左

(5) 重要なヘッジ会

計の方法

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては

特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を

採用しております。

①ヘッジ会計の方法 

 同左

①ヘッジ会計の方法 

 同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

 金利スワップ

(ヘッジ対象)

  借入金の利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左

③ヘッジ方針 

 当社グループは、借入金

の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ対象

の識別は個別契約ごとに行

っております。

③ヘッジ方針 

 同左

③ヘッジ方針 

 同左

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理

の要件を満たしているた

め、有効性の判定を省略し

ます。

④ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

 

(6) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための重要な

事項

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。

 なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺してお

ります。

消費税等の会計処理 

 同左

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。

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲

 手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に

満期日又は償還日の到来す

る流動性の高い、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

クしか負わない短期的な投

資であります。

 同左  同左



中間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 

  

 
  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計審議会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

────────────── 
 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計審議会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 

  

  

────────────── 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）  

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。  

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は2,326,027千円でありま

す。  

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

につきましては、中間連結財務諸表

規則の改正により、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。

 

  

  

──────────────



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

 

 

※１ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

ります。

   担保に供している資産

 有価証券 201,466千円

   債務

 借入有価証券 69,667千円

上記は信用取引の担保に供して

おります。

 

 

※１ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

ります。

   担保に供している資産

 有価証券 63,987千円

   債務

 借入有価証券 58,324千円

上記は信用取引の担保に供して

おります。

 

 

※１ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

ります。

   担保に供している資産

 有価証券 45,753千円

   債務

 借入有価証券 122,139千円

上記は信用取引の担保に供して

おります。

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

 ※１ 営業費用の主なもの

商品取引所 
定率会費

38,195千円

役員報酬 56,496千円

給与手当 81,187千円

賞与 36,874千円

賞与引当金繰入 13,388千円

インセンティブ給 38,032千円

インセンティブ給 
引当金繰入

63,796千円

法定福利費 5,867千円

退職給付費用 3,191千円

地代家賃 15,405千円

減価償却費 4,233千円

長期前払費用償却 2,092千円

入会金償却 199千円

 

※１ 営業費用の主なもの

商品取引所 
定率会費

96,827千円

役員報酬 66,259千円

給与手当 104,174千円

賞与 2,736千円

賞与引当金繰入 23,477千円

インセンティブ給 50,117千円

法定福利費 20,231千円

退職給付費用 7,042千円

地代家賃 30,759千円

減価償却費 7,874千円

入会金償却 199千円

 

※１ 営業費用の主なもの

商品取引所
定率会費

104,483千円

役員報酬 115,169千円

給与手当 175,114千円

賞与 85,370千円

賞与引当金繰入 2,006千円

インセンティブ給 247,397千円

インセンティブ給 
引当金繰入

7,969千円

法定福利費 19,774千円

退職給付費用 7,547千円

地代家賃 36,922千円

減価償却費 22,613千円

長期前払費用償却 2,092千円

入会金償却 400千円

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりです。

  建物

事務所造作等 4,459千円

  器具備品

空調・通信関連等 3,856千円

 ─────────────

 

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりです。

  建物

事務所造作等 4,459千円

  器具備品

空調・通信関連等 3,836千円

 
  ─────────────  ───────────── 

  
 

※３ 役員特別功労金の内容 

 当社創業より平成13年5月

まで代表取締役社長、その後

平成17年11月まで取締役会長

として当社発展の基礎を作

り、業容拡大に寄与頂いた小

倉啓満前取締役会長(平成17

年11月退任）に支払うもので

あります。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  新株の発行による増加 8,400株 

  
２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

旧商法第1回、第2回、第3回ストックオプションの減少は取得者の退職による消滅によるものです。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

該当事項はありません。 
  
  
  
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 93,700 8,400 ― 102,100

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結会計
期間末残高 
(千円)

前連結会計
年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社

旧商法第1回ストッ
クオプション

普通株式 4,050 ― 250 3,800 ─

旧商法第2回ストッ
クオプション

普通株式 1,060 ― 80 980 ─

旧商法第3回ストッ
クオプション

普通株式 740 ― 120 620 ─

合計 5,850 ― 450 5,400 ─

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18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 148,983 1,590 平成18年３月31日 平成18年６月29日

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目と金額の関

係

現金及び預金 577,578千円

現金及び 
現金同等物

577,578千円

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目と金額の関

係

現金及び預金 846,197千円

現金及び
現金同等物

846,197千円

※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記され

ている科目と金額の関係

現金及び預金 594,579千円

現金及び
現金同等物

594,579千円



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

(借主側)

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

器具備品

取得価額相当額 17,688千円

減価償却累計額 
相当額

12,673千円

中間期末残高 
相当額

5,015千円

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

(借主側)

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

器具備品

取得価額相当額 20,858千円

減価償却累計額
相当額

13,776千円

中間期末残高
相当額

7,082千円  

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

(借主側）

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

器具備品

取得価額相当額 21,242千円

減価償却累計額 
相当額

14,040千円

期末残高相当額 7,201千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 3,488千円

１年超 1,690千円

合計 5,179千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 2,520千円

１年超 4,688千円

合計 7,208千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3,135千円

１年超 4,215千円

合計 7,351千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 2,267千円

減価償却費相当額 2,178千円

支払利息相当額 66千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 2,465千円

減価償却費相当額 2,365千円

支払利息相当額 76千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 4,567千円

減価償却費相当額 4,385千円

支払利息相当額 149千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

 同左

⑤ 利息相当額の算定方法

 リース料相当額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法 

  同左

⑤ 利息相当額の算定方法

 同左



次へ 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
(注) 差額のうち、5,958千円は繰延税金負債であります。 

  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
(注) 差額のうち、4,613千円は繰延税金負債であります。 

  

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
(注) 差額のうち、5,653千円は繰延税金負債であります。 

  

区分
取得原価
(千円)

中間連結決算日における
中間連結貸借対照表計上

額 
(千円)

差額 
(千円)

中間連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 ― ― ―

② 債券 ― ― ―

③ その他 200,000 214,896 14,896

合計 200,000 214,896 14,896

区分
取得原価
(千円)

中間連結決算日における
中間連結貸借対照表計上

額 
(千円)

差額 
(千円)

中間連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 200,000 211,534 11,534

合計 200,000 211,534 11,534

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 200,000 214,134 14,134

合計 200,000 214,134 14,134



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日） 

１ 商品関連 

 
(注) 時価の算定方法 

各取引所における最終約定値段であります。 

２ 金利関連 

金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日） 

１ 株式関連 

 
(注)１ 時価の算定方法 

 各取引所における最終約定値段であります。 

  ２ オプション取引の契約額等の（ ）内の金額はオプション料であり、それに対応する時価及び評価損益を記

載しております。 

種類 契約額等(千円）
契約額等のうち１年超

(千円)
時価(千円) 評価損益(千円)

先物取引

貴金属市場

売建 387,638 ― 401,279 △13,641

買建 388,524 ― 401,268 12,744

石油市場

売建 610,572 ― 607,203 3,369

買建 601,470 ― 597,917 △3,553

ゴム市場

売建 47,275 ― 47,575 △300

買建 46,997 ― 46,950 △47

合計 ― ― ― △1,427

種類 契約額等(千円）
契約額等のうち１年超

(千円)
時価(千円) 評価損益(千円)

オプション取引

コール 3,284

(オプション料） (46) ― 76 △30

プット 158,946

(オプション料） (1,736) ― 1,018 718

合計 ― ― ― 687



前へ 

２ 商品関連 

 
(注)１ 時価の算定方法 

 各取引所における最終約定値段であります。 

  ２ オプション取引の契約額等の（ ）内の金額はオプション料であり、それに対応する時価及び評価損益を記

載しております。 

３ 金利関連 

金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

  

前連結会計年度末(平成18年３月31日） 

１ 商品関連 

 
(注) 時価の算定方法 

各取引所における最終約定値段であります。 

２ 金利関連 

金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

  

種類 契約額等(千円）
契約額等のうち１年超

(千円)
時価(千円) 評価損益(千円)

オプション取引

コール 17,159

(オプション料） (6,110) ― 1,670 4,439

先物取引

貴金属市場

売建 1,953,814 ― 1,954,119 △305

買建 1,807,142 ― 1,841,273 34,131

石油市場

売建 116,532 ― 100,501 16,031

買建 118,181 ― 104,697 △13,485

ゴム市場

売建 63,367 ― 62,978 390

買建 63,008 ― 63,042 34

合計 ― ― ― 41,235

種類 契約額等(千円）
契約額等のうち１年超(千

円)
時価(千円) 評価損益(千円)

先物取引

貴金属市場

売建 1,312,649 ― 1,326,664 △13,995

買建 1,279,098 ― 1,317,660 38,562

石油市場

売建 1,093,972 ― 1,099,733 △5,761

買建 1,077,734 ― 1,084,593 6,859

ゴム市場

売建 418,895 ― 419,733 △839

買建 400,937 ― 402,682 1,745

合計 ― ― ― 26,570



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 
  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の概要 

(1)商品投資顧問事業……顧客との商品投資顧問契約に基づき、顧客資産を運用し、報酬を得る事業 

(2)証券投資顧問事業……顧客との証券投資顧問契約に基づき、顧客資産を運用し、報酬を得る事業 

(3)ディーリング事業……商品先物市場で自己資金を使用して売買し収益を上げる事業 

(4)営業投資事業…………当社運用ファンドに当社資金を投資して収益を上げる事業と自己資金での証券への

投資により収益を上げる事業 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた営業費用の主なものは、商品投資顧問事業から営業投資事業

への支払手数料46,722千円であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の概要 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた営業費用の主なものは、商品投資顧問事業から営業投資事業

への支払手数料17,906千円であります。 

  

商品投資 
顧問事業 
(千円)

証券投資 
顧問事業 
(千円)

ディーリン
グ事業 
(千円)

営業投資
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 営業損益

  営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

191,196 36,854 552,422 91,719 872,192 ― 872,192

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

― ― ― 46,722 46,722 (46,722) ―

計 191,196 36,854 552,422 138,442 918,915 (46,722) 872,192

営業費用 121,402 82,566 223,499 73,844 501,312 (50,022) 451,289

営業利益
又は営業損失(△)

69,793 △45,712 328,922 64,598 417,602 3,300 420,902

商品投資 
顧問事業 
(千円)

証券投資 
顧問事業 
(千円)

ディーリン
グ事業 
(千円)

営業投資
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 営業損益

  営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

62,327 25,474 515,450 △4,495 598,756 ― 598,756

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

― ― ― 17,906 17,906 (17,906) ―

計 62,327 25,474 515,450 13,411 616,663 (17,906) 598,756

営業費用 103,140 63,517 275,142 112,338 554,138 (17,906) 536,231

営業利益
又は営業損失(△)

△40,812 △38,042 240,307 △98,926 62,525 ― 62,525

(1)商品投資顧問事業…… 顧客との商品投資顧問契約に基づき、顧客資産を運用し、報酬を得る事業

(2)証券投資顧問事業…… 顧客との証券投資顧問契約に基づき、顧客資産を運用し、報酬を得る事業、及び当
社企業グループが運用するファンドと他社が運用するヘッジファンドを選定し組み
合わせたポートフォリオを提案し、報酬を得る事業

(3)ディーリング事業…… 商品先物市場で自己資金を使用して売買し収益を上げる事業

(4)営業投資事業………… 当社運用ファンドに当社資金を投資して収益を上げる事業と自己資金での証券への
投資により収益を上げる事業



前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の概要 

(1)商品投資顧問事業……顧客との商品投資顧問契約に基づき、顧客資産を運用し、報酬を得る事業 

(2)証券投資顧問事業……顧客との証券投資顧問契約に基づき、顧客資産を運用し、報酬を得る事業 

(3)ディーリング事業……商品先物市場で自己資金を使用して売買し収益を上げる事業 

(4)営業投資事業…………当社運用ファンドに当社資金を投資して収益を上げる事業、並びに証券市場で自己

資金を使用して売買し収益を上げる事業 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた営業費用は、商品投資顧問事業及び証券投資顧問事業から営

業投資事業への支払手数料70,044千円、及び子会社からの管理業務受託収入3,850千円であります。 

  

商品投資 
顧問事業 
(千円)

証券投資 
顧問事業 
(千円)

ディー
リング事業
(千円)

営業投資
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 営業収益及び営業損益

  営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

259,299 85,483 1,380,010 131,718 1,856,511 ― 1,856,511

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

― ― ― 70,044 70,044 (70,044) ―

計 259,299 85,483 1,380,010 201,762 1,926,555 (70,044) 1,856,511

営業費用 211,499 156,550 542,021 182,140 1,092,210 (73,894) 1,018,316

営業利益又は
営業損失(△)

47,800 △71,067 837,989 19,622 834,344 3,850 838,194



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた営業費用の主なものは、当社の子会社に対する運用助言業務

に関する報酬14,231千円であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた営業費用の主なものは、当社の子会社に対する運用助言業務

に関する報酬3,319千円、子会社の当社に対する運用業務および情報提供に関する報酬2,999千円でありま

す。 

  

日本 
(千円)

米国
(千円)

ケイマン諸島
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 営業損益

  営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

790,676 24,517 56,998 872,192 ─ 872,192

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

41,111 ― ― 41,111 (41,111) ―

計 831,788 24,517 56,998 913,304 (41,111) 872,192

営業費用 441,023 24,483 14 468,821 (14,231) 451,289

営業利益又は 
  営業損失(△)

390,764 34 56,983 444,483 (26,880) 420,902

日本 
(千円)

米国
(千円)

ケイマン諸島
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 営業損益

  営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

616,183 16,323 △ 33,749 598,756 ─ 598,756

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

23,302 3,319 ― 26,621 (26,621) ―

計 639,485 19,642 △ 33,749 625,378 (26,621) 598,756

営業費用 526,150 16,380 20 542,551 (6,319) 536,231

営業利益又は 
  営業損失(△)

113,335 3,262 △ 33,770 82,827 (20,301) 62,525



前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた営業費用の主なものは、当社の子会社に対する運用助言業務

に関する報酬20,415千円であります。 

  

日本 
(千円)

米国
(千円)

ケイマン
諸島 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 営業収益及び営業損益

  営業収益

(1) 外部顧客に 
  対する営業収益

1,788,549 45,719 22,242 1,856,511 ― 1,856,511

(2) セグメント間の内部 
  営業収益又は振替高

47,296 ― ― 47,296 (47,296) ―

計 1,835,845 45,719 22,242 1,903,808 (47,296) 1,856,511

営業費用 1,002,646 35,323 1,047 1,039,017 (20,700) 1,018,316

営業利益 833,199 10,395 21,195 864,790 (26,595) 838,194



【海外営業収益】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ その他の区分に属する主な国又は地域…… シンガポール 

３ 海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ その他の区分に属する主な国又は地域 …… 香港 

３ 海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ その他の区分に属する主な国又は地域……シンガポール、香港 

３ 海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

米国 ケイマン諸島 その他 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 6,386 257,577 1,353 265,318

Ⅱ 連結営業収益(千円) ― ― ― 872,192

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

0.73 29.53 0.15 30.42

米国 ケイマン諸島 その他 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 18,516 59,960 △2,614 75,863

Ⅱ 連結営業収益(千円) ─ ─ ─ 598,756

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

3.09 10.01 △0.44 12.67

米国 ケイマン諸島 その他 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 356 345,819 27,614 373,791

Ⅱ 連結営業収益(千円) ― ― ― 1,856,511

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

0.02 18.63 1.49 20.13



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 159,233円32銭 １株当たり純資産額 22,781円86銭 １株当たり純資産額 18,846円72銭

１株当たり中間純利益 23,965円49銭 １株当たり中間純利益 102円58銭 １株当たり当期純利益 5,291円70銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、新株予約権

の残高がありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握で

きないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益           100円01銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、新株予約権

の残高がありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握で

きないため記載しておりません。

 
 

 当社は、平成17年10月25日付で株

式１株につき10株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前中間連結

会計期間における１株当たり情報に

ついては、以下のとおりでありま

す。

１株当たり純資産額 15,923円33銭

１株当たり中間純利益 2,396円54銭

 
 

 当社は、平成17年10月25日付で株

式１株につき10株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計

年度における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 14,313円06銭

１株当たり当期純利益 2,853円88銭

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

中間連結損益計算書上の中間(当
期)純利益(千円)

224,556 10,096 495,832

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円)

224,556 10,096 495,832

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 9,370 98,428 93,700

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期）純利益の算定に用いられた普
通株式増加数の内訳(株) 
 新株予約権 ― 2,522 ―

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要

平成16年１月21日臨
時株主総会決議スト
ックオプション 
(新株予約権 405個) 
普通株式  405株 
平成16年６月25日定
時株主総会決議スト
ックオプション 
(新株予約権 106個) 
普通株式  106株 
平成16年６月25日定
時株主総会決議スト
ックオプション 
(新株予約権 74個) 
普通株式  74株

―

平成16年１月21日臨
時株主総会決議スト
ックオプション 
(新株予約権 405個) 
普通株式  405株 
平成16年６月25日定
時株主総会決議スト
ックオプション 
(新株予約権 106個) 
普通株式  106株 
平成16年６月25日定
時株主総会決議スト
ックオプション 
(新株予約権 74個) 
普通株式  74株



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

１ 株式分割 

当社は、平成17年９月21日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をして

おります。 当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 

１) 平成17年10月25日付をもって平成17年10月25日現在の株主名簿に記載された株主の所有株式数を１株

に付き10株の割合を持って分割する。 

２) 分割により増加する株式数 84,330株 

３) 配当起算日 平成17年10月１日 

前連結会計期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値はそれ

ぞれ以下のとおりであります。 
  

 
  

２ 合併 

当社は平成17年11月１日付にてアストマックス・アセット・マネジメント株式会社を吸収合併いたしま

した。 

１ 合併の目的 

当社は証券投資顧問事業に進出すべく平成14年９月に100％子会社として同社を設立し、平成15年５

月に同社が投資顧問一任契約に係る認可を取得し事業を開始しました。本来、当該事業は顧客の利便性

や業務の効率化を考慮し、当社で行いたいと考えていましたが、当時は業法に兼業規制があり、当社で

行うことは困難であるため、子会社を設立して業務を行ってきました。しかしながら、平成16年４月に

業法の兼業規制が緩和され、当社でも認可取得が可能となりました。そこで、平成17年10月に証券投資

顧問一任契約に係る認可並びに他の事業との兼業の承認を戴いた上で、平成17年11月１日に同社を吸収

合併し、当社で証券から商品に亘る幅広い分野での投資顧問が出来る体制を整えました。 

２ 合併期日 

平成17年11月１日 

３ 合併の形式 

当社を存続会社としアストマックス・アセット・マネジメント株式会社を解散会社とする吸収合併と

し、合併による新株の発行及び資本金の増加は行いません。 

４ 財産の引継 

合併期日においてアストマックス・アセット・マネジメント株式会社の資産・負債及び権利義務の一

切を引継ぎました。 

なお、アストマックス・アセット・マネジメント株式会社の平成17年10月31日現在の財政状態は次の

とおりであります。 

資産合計  63,620千円 

負債合計  14,614千円 

資本合計  49,005千円 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

１株当たり純資産額      14,313円06銭

１株当たり当期純利益         2,853円88銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、新株予約権の残高がありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できないため

記載しておりません。

１株当たり純資産額      15,923円33銭

１株当たり中間純利益         2,396円54銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益につ

いては、新株予約権の残高がありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できないため

記載しておりません。



当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

平成18年５月19日及び平成18年６月１日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議

し、平成18年６月20日に払込が完了いたしました。 

この結果、平成18年６月20日付で資本金は1,000,000千円、発行済株式総数は102,100株となっておりま

す。 

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

(1) 募集方法 ：一般募集 
(ブックビルディング方式による募集)

(2) 発行する株式の種類及び数 ：普通株式 8,400株

(3) 発行価格 ：１株につき 90,000円 
一般募集はこの価格にて行いました。

(4) 引受価額 ：１株につき 83,700円 
この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金とし
て受取った金額であります。 
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。

(5) 発行価額 ：１株につき 66,300円 
(資本組入額 48,273円)

(6) 発行価額の総額 ：                  556,920千円

(7) 払込金額の総額 ：                  703,080千円

(8) 資本組入額の総額 ：                  405,500千円

(9) 払込期日 ：平成18年６月20日

(10)資金の使途 ：ファンドマネージャー育成のため、当社及び当社子会社が
運用するファンドへの投資等



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 513,090 785,676 529,872

 ２ 営業未収入金 152,579 89,955 166,494

 ３ 有価証券 ※１ 254,881 267,390 287,177

 ４  たな卸資産 ─ 114,296 ─

 ５ 前払費用 8,436 23,245 7,911

 ６ 未収入金 5,044 23,332 11,707

 ７ 差入保証金 600,070 856,506 715,901

 ８ 繰延税金資産 63,434 15,752 36,957

 ９ その他 260 2,054 265

   流動資産合計 1,597,797 58.8 2,178,210 69.4 1,756,288 64.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 26,423 28,503 27,983

    減価償却累計額 321 26,102 4,063 24,439 2,258 25,725

  (2) 器具備品 18,163 39,820 37,655

    減価償却累計額 5,120 13,042 19,813 20,006 16,264 21,390

     有形固定資産 
     合計

39,144 1.4 44,446 1.4 47,116 1.7

  ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 19,478 12,839 14,258

  (2) ソフトウェア仮勘定 ─ 6,300 ─

  (3) 電話加入権 1,104 1,104 1,104

    無形固定資産 
     合計

20,582 0.8 20,243 0.6 15,362 0.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 関係会社株式 616,260 436,260 436,260

  (2) 出資金 97,900 97,032 101,632

  (3) 長期差入保証金 302,652 309,519 333,732

  (4) 保険積立金 27,072 36,532 35,990

  (5) 繰延税金資産 15,790 17,200 15,474

  (6) その他 ― 700 900

     投資その他の 
     資産合計

1,059,675 39.0 897,245 28.6 923,990 33.7

     固定資産合計 1,119,402 41.2 961,935 74.3 986,469 36.0

     資産合計 2,717,200 100.0 3,140,146 100.0 2,742,757 100.0



   

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 営業未払金 53,267 72,959 61,329

 ２ 借入有価証券 ※１ 69,667 58,324 122,139

 ３ 短期借入金 395,268 400,000 237,400

 ４ 一年内返済予定の 
   長期借入金

20,676 16,000 21,000

 ５ 一年内償還予定の 
   社債

60,000 20,000 45,000

 ６ 未払金 52,564 56,715 59,147

 ７ 未払費用 17,310 11,598 94,803

 ８ 未払法人税等 187,969 14,674 170,485

 ９ 預り金 3,826 6,419 6,457

 10 賞与引当金 42,754 21,029 38,823

 11 インセンティブ 
   給引当金

73,234 9,680 20,093

 12 預り保証金 3,739 ― ―

 13 その他 ─ 2,766 2,170

    流動負債合計 980,277 36.1 690,169 22.0 878,850 32.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 80,000 60,000 70,000

 ２ 長期借入金 48,332 18,000 26,000

 ３ 退職給付引当金 9,392 10,644 11,731

 ４ 役員退職慰労引当金 28,540 28,540 28,540

 ５ 預り保証金 2,354 ― ―

  固定負債合計 168,618 6.2 117,184 3.7 136,271 5.0

  負債合計 1,148,896 42.3 807,353 25.7 1,015,121 37.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 594,500 21.9 ― ― 594,500 21.7

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 244,500 ― 244,500

    資本剰余金合計 244,500 9.0 ― ― 244,500 8.9

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 9,570 ― 9,570

 ２ 任意積立金 60,000 ― 60,000

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益

659,733 ― 816,826

    利益剰余金合計 729,303 26.8 ― ― 886,396 32.3

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金

― ― ― ― 2,239 0.1

    資本合計 1,568,303 57.7 ― ― 1,727,635 63.0

    負債資本合計 2,717,200 100.0 ― ― 2,742,757 100.0



 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ─ 1,000,000 31.8 ― ─

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 542,080 ―

      資本剰余金 
      合計

― ─ 542,080 17.3 ― ─

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 9,570 ―

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 ― 60,000 ―

    繰越利益剰余金 ― 721,662 ―

      利益剰余金 
      合計

― ─ 791,232 25.2 ― ─

   株主資本合計 ― ─ 2,333,312 74.3 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― △520 ―

      評価・ 
      換算差額等 
      合計

― ─ △520 0.0 ― ─

      純資産合計 ― ─ 2,332,792 74.3 ― ─

      負債純資産 
      合計

― ─ 3,140,146 100.0 ― ─



② 【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益 803,449 100.0 639,485 100.0 1,802,362 100.0

Ⅱ 営業費用 391,957 48.8 526,150 82.3 945,972 52.5

   営業利益 411,491 51.2 113,335 17.7 856,389 47.5

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息 20 130 535

 ２ 為替差益 118 81 269

 ３ 業務受託収入 4,071 1,912 5,677

 ４ 保険解約益 ― ― 6,901

 ５ その他 267 4,477 0.5 141 2,266 0.4 275 13,660 0.8

Ⅳ 営業外費用

 １ 支払利息 4,740 4,676 10,057

 ２ 社債利息 242 487 752

 ３ 社債発行費償却 4,350 ― 4,499

 ４ 消費税非還付損 1,587 ― 5,938

 ５ 上場関連費用 ― 17,394 15,500

 ６ その他 50 10,971 1.3 35 22,593 3.5 665 37,413 2.1

   経常利益 404,996 50.4 93,008 14.6 832,636 46.2

Ⅴ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 798 798 0.0 ― ― 798 798 0.0

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※１ 8,088 ― 8,068

 ２ 子会社株式消却損 ― ― 130,994

 ３ 移転費用 7,501 ― 7,597

 ４ 役員特別功労金 ※２ ― 15,590 1.9 ― ― 18,000 164,660 9.1

  税引前中間(当期) 
  純利益

390,204 48.5 93,008 14.6 668,775 37.1

  法人税、住民税 
  及び事業税

184,199 9,991 280,378

  過年度法人税、住民税 
  及び事業税

― 7,878 ―

  法人税等調整額 △27,409 156,790 19.5 21,318 39,188 6.1 △2,109 278,268 15.4

  中間(当期)純利益 233,414 29.0 53,819 8.5 390,506 21.7

  前期繰越利益 426,319 ― 426,319

  中間(当期)未処分利益 659,733 ― 816,826



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計資本 
準備金

資本剰余金
合計

利益 

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途 

積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高 
(千円)

594,500 244,500 244,500 9,570 60,000 816,826 886,396 1,725,396

中間会計期間中の変動額 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

 新株の発行 405,500 297,580 297,580 ─ ─ ─ ─ 703,080

 剰余金の配当 ― ― ― ─ ─ △ 148,983 △ 148,983 △ 148,983

 中間純利益 ― ― ― ─ ─ 53,819 53,819 53,819

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ─ ─ ─ ─ ─

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

405,500 297,580 297,580 ─ ─ △ 95,163 △ 95,163 607,916

平成18年９月30日残高 
(千円)

1,000,000 542,080 542,080 9,570 60,000 721,662 791,232 2,333,312

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,239 2,239 1,727,635

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― 703,080

 剰余金の配当 ― ― △148,983

 中間純利益 ― ― 53,819

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△2,759 △2,759 △2,759

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△2,759 △2,759 605,156

平成18年９月30日残高(千円) △520 △520 2,332,792



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券 

① 売買目的有価証券

 時価法

(1) 有価証券 

① 売買目的有価証券 

  同左

(1) 有価証券 

① 売買目的有価証券 

  同左

② 子会社株式及び関連会

社株式

 先入先出法による原

価法

② 子会社株式及び関連会

社株式  

 同左

② 子会社株式及び関連会

社株式

 同左

(2) デリバティブ

 時価法

(2) デリバティブ

 同左

(2) デリバティブ 

  同左

(3) たな卸資産 

 

 ──────────

(3) たな卸資産 

  商品

 移動平均法による低価

法

(3) たな卸資産 

 

 ──────────

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

 定率法によっておりま

す。

 ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物付属設備は除く)に

ついては、定額法によっ

ております。 

  なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

 建物    ６～15年

 器具備品  ４～15年

(1) 有形固定資産 

  同左

(1) 有形固定資産 

  同左

(2) 無形固定資産

 定額法によっておりま

す。

 ただし、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。

(2) 無形固定資産 

  同左

(2) 無形固定資産 

  同左

(3) 長期前払費用

 定額法によっておりま

す。

 

(3) 長期前払費用 

 ──────────

(3) 長期前払費用 

 定額法によっておりま

す。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金

 従業員に対する賞与

支給に備えるため、将

来の支給見込み額のう

ち当中間期の負担額を

計上しております。

(1) 賞与引当金

  同左

(1) 賞与引当金

 従業員に対する賞与支給

に備えるため、将来の支給

見込み額のうち当期の負担

額を計上しております。

(2) インセンティブ給引

当金

 専門職従業員(ディー

ラー等)に対する支給に

備えるため、将来の支

給見込み額のうち当中

間期の負担額を計上し

ております。

(2) インセンティブ給引

当金

  同左

(2) インセンティブ給引

当金

 専門職従業員(ディーラ

ー等)に対する支給に備え

るため、将来の支給見込み

額のうち当期の負担額を計

上しております。

(3) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に

備えるため、当中間期

末における退職給付債

務の見込み額に基づき

計上しております。

(3) 退職給付引当金

  同左

(3) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

職給付債務の見込み額に基

づき計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

 当社は平成14年３月

31日をもって役員退職

慰労金制度を廃止いた

しました。その時点で

の要支払額のうち、将

来退職時に支払うべき

金額を役員退職慰労引

当金として計上してお

ります。

(4) 役員退職慰労引当金

  同左

(4) 役員退職慰労引当金

  同左

４ リース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・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。

  同左   同左

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

 金利スワップについ

ては特例処理の要件を

満たしておりますの

で、特例処理を採用し

ております。

(1)  ヘッジ会計の方法

  同左

(1) ヘッジ会計の方法

  同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ

対象

(ヘッジ手段)

 金利スワップ

(ヘッジ対象)

  借入金の利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ

対象

  同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ

対象

  同左



項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(3) ヘッジ方針

 当社は、借入金の金

利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ

取引を行っており、ヘ

ッジ対象の識別は個別

契約ごとに行っており

ます。

(3) ヘッジ方針

  同左

(3) ヘッジ方針

  同左

(4) ヘッジ有効性評価の

方法

 金利スワップの特例

処理の要件を満たして

いるため、有効性の判

定を省略しておりま

す。

(4) ヘッジ有効性評価の

方法 

  同左

(4) ヘッジ有効性評価の

方法 

  同左

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

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。 

 なお、仮払消費税等

及び仮受消費税等は相

殺しております。

消費税等の会計処理

  同左

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。 

 



会計処理方法の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計審議会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

   

──────────────

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年

８月９日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会

計審議会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号)を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

   

──────────────

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は2,332,792千円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

   

──────────────



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

  

(中間損益計算書関係) 

  

 

  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

 

 

※１ 担保資産

担保等に供している資産の内

訳及びこれらに対応する債務

等の内訳は以下のとおりであ

ります。

担保に供している資産

 有価証券 201,466千円

債務

 借入有価証券 69,667千円

上記は信用取引の担保に供し

ております。

 

 

※１ 担保資産

担保等に供している資産の内

訳及びこれらに対応する債務

等の内訳は以下のとおりであ

ります。

担保に供している資産

 有価証券 63,987千円

債務

 借入有価証券 58,324千円

上記は信用取引の担保に供し

ております。

 

 

※１ 担保資産

担保等に供している資産の内

訳及びこれらに対応する債務

等の内訳は以下のとおりであ

ります。

担保に供している資産

 有価証券 45,753千円

債務

 借入有価証券 122,139千円

上記は信用取引の担保に供し

ております。

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 固定資産除却損の内訳

建物

事務所造作等 4,232千円

器具備品

空調・通信関連等 3,856千円

  

 ──────────────

 

※１ 固定資産除却損の内訳

建物

事務所造作等 4,232千円

器具備品

空調・通信関連等 3,836千円

  

 ──────────────

  

 ──────────────

※２ 役員特別功労金の内容 

 当社創業より平成13年5月まで代

表取締役社長、その後平成17年11月

まで取締役会長として当社発展の基

礎を作り、業容拡大に寄与頂いた小

倉啓満前取締役会長(平成17年11月

退任）に支払うものであります。



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

器具備品

取得価額相当額 17,688千円

減価償却累計額 
相当額

12,673千円

中間期末残高 
相当額

5,015千円

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

器具備品

取得価額相当額 20,858千円

減価償却累計額
相当額

13,776千円

中間期末残高
相当額

7,082千円  

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

器具備品

取得価額相当額 21,242千円

減価償却累計額 
相当額

14,040千円

期末残高相当額 7,201千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 3,488千円

１年超 1,690千円

合計 5,179千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 2,520千円

１年超 4,688千円

合計 7,208千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3,135千円

１年超 4,215千円

合計 7,351千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 2,267千円

減価償却費相当額 2,178千円

支払利息相当額 66千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 2,465千円

減価償却費相当額 2,365千円

支払利息相当額 76千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 4,567千円

減価償却費相当額 4,385千円

支払利息相当額 149千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

 同左

⑤ 利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法 

  同左

⑤ 利息相当額の算定方法

 同左



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

   
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 167,375円00銭 １株当たり純資産額 22,848円12銭 １株当たり純資産額 18,437円94銭

１株当たり中間純利益 24,910円81銭 １株当たり中間純利益 546円79銭 １株当たり当期純利益 4,167円62銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、新株予約権

の残高がありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握で

きないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益      533円13銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、新株予約権

の残高がありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握で

きないため記載しておりません。

 

 当社は、平成17年10月25日付で株

式１株につき10株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前中間会計

期間における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 16,737円50銭

１株当たり当期純利益 2,491円08銭
 

 当社は、平成17年10月25日付で株

式１株につき10株の株式分割を行っ

ております。

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事業年度

のにおける１株当たり情報について

は、以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 15,076円99銭

１株当たり当期純利益 3,104円63銭

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

中間損益計算書上の中間(当期)純
利益(千円)

233,414 53,819 390,506

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円)

233,414 53,819 390,506

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 9,370 98,428 93,700

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に用いられた普通
株式増加数の内訳（株) 
 新株予約権 ― 2,522 ―

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要

平成16年１月21日臨
時株主総会決議スト
ックオプション 
(新株予約権 405個) 
普通株式  405株 
平成16年６月25日定
時株主総会決議スト
ックオプション 
(新株予約権 106個) 
普通株式  106株 
平成16年６月25日定
時株主総会決議スト
ックオプション 
(新株予約権 74個) 
普通株式  74株

―

平成16年１月21日臨
時株主総会決議スト
ックオプション  
(新株予約権 405個)  
普通株式  405株  
平成16年６月25日定
時株主総会決議スト
ックオプション  
(新株予約権 106個)  
普通株式  106株  
平成16年６月25日定
時株主総会決議スト
ックオプション  
(新株予約権 74個)  
普通株式  74株



(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 当社は、平成17年９月21日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をして

おります。 

 当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 

 １ 平成17年10月25日付をもって平成17年10月25日現在の株主名簿に記載された株主の所有株式数を１

株に付き10株の割合を持って分割する。 

 ２ 分割により増加する株式数 84,330株 

 ３ 配当起算日 平成17年10月1日 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値はそれぞれ以

下のとおりであります。 

  

   
当社は平成17年11月１日付にてアストマックス・アセット・マネジメント株式会社を吸収合併いたし

ました。 

１ 合併の目的 

当社は証券投資顧問事業に進出すべく平成14年９月に100％子会社として同社を設立し、平成15年

５月に同社が投資顧問一任契約に係る認可を取得し事業を開始しました。本来、当該事業は顧客の利

便性や業務の効率化を考慮し、当社で行いたいと考えていましたが、当時は業法に兼業規制があり、

当社で行うことは困難であるため、子会社を設立して業務を行ってきました。しかしながら、平成16

年４月に業法の兼業規制が緩和され、当社でも認可取得が可能となりました。そこで、平成17年10月

に証券投資顧問一任契約に係る認可並びに他の事業との兼業の承認を戴いた上で、平成17年11月１日

に同社を吸収合併し、当社で証券から商品に亘る幅広い分野での投資顧問が出来る体制を整えまし

た。 

２ 合併期日 

  平成17年11月１日 

３ 合併の形式 

当社を存続会社としアストマックス・アセット・マネジメント株式会社を解散会社とする吸収合併

とし、合併による新株の発行及び資本金の増加は行いません。 

  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

１株当たり純資産額        15,076円99銭

１株当たり当期純利益          3,104円63銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、新株予約権の残高がありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できないため

記載しておりません。

１株当たり純資産額       16,737円50銭

１株当たり中間純利益          2,491円08銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益につ

いては、新株予約権の残高がありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できないため

記載しておりません。



４ 財産の引継 

合併期日においてアストマックス・アセット・マネジメント株式会社の資産・負債及び権利義務の

一切を引継ぎました。 

なお、アストマックス・アセット・マネジメント株式会社の平成17年10月31日現在の財政状態は次

のとおりであります。 

           資産合計  63,620千円 

           負債合計  14,614千円 

           資本合計  49,005千円  

  

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

平成18年５月19日及び平成18年６月１日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議

し、平成18年６月20日に払込が完了いたしました。 

この結果、平成18年６月20日付で資本金は1,000,000千円、発行済株式総数は102,100株となっておりま

す。 

 
  

(1) 募集方法 ：一般募集 
(ブックビルディング方式による募集)

(2) 発行する株式の種類及び数   ：普通株式 8,400株

(3) 発行価格 ：１株につき 90,000円 
一般募集はこの価格にて行いました。

(4) 引受価額 ：１株につき 83,700円 
この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として
受取った金額であります。 
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。

(5) 発行価額 ：１株につき 66,300円 
(資本組入額 48,273円)

(6) 発行価額の総額 ：                  556,920千円

(7) 払込金額の総額 ：                  703,080千円

(8) 資本組入額の総額 ：                  405,500千円

(9) 払込期日 ：平成18年６月20日

(10)資金の使途 ：ファンドマネージャー育成のため、当社及び当社子会社が運
用するファンドへの投資等



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券届出書及びその添付書類 

(有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式に

よる売出し))平成18年５月19日関東財務局長に提出 

(2) 有価証券届出書の訂正届出書 

上記(1)に係る訂正届出書を平成18年５月23日、平成18年６月２日及び平成18年６月13日関東財務局

長に提出 

(3) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第14期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月30日関東財務局長に

提出 

  

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年５月11日

アストマックス 株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているアストマックス株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会

計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監

査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連

結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、アストマックス株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年10月25日をもって株式分割を実施した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

中央青山監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  崎  博  行  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  柴        毅  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  飯  畑  史  朗  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出

会社)が別途保管しております。



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１８日

アストマックス株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアストマックス株式会社

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び

中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、ア

ストマックス株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成

１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員及び公認会計士石原幹郎との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 間 義 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 伊 藤 志 保 

      

公認会計士 石原幹郎事務所 
  

  
  

公認会計士 石 原 幹 郎 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年５月11日

アストマックス 株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているアストマックス株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第14期事業年度の中間会計

期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中

間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、アストマックス株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年10月25日をもって株式分割を実施した。また、

会社は子会社であるアストマックス・アセットマネジメント株式会社を平成17年11月１日付けで吸収合併し

た。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

中央青山監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  崎  博  行  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  柴        毅  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  飯  畑  史  朗  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出

会社)が別途保管しております。



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１８日

アストマックス株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアストマックス株式会社

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１５期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を

行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、アストマッ

クス株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年

９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員及び公認会計士石原幹郎との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 間 義 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 伊 藤 志 保 

      

公認会計士 石原幹郎事務所 
  

  
  

公認会計士 石 原 幹 郎 
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