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1. 2022年3月期第3四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年3月期第3四半期 921 114.2 223 ― 135 ― △271 ―

2021年3月期第3四半期 430 △29.3 △296 ― △288 ― △301 ―

（注）包括利益 2022年3月期第3四半期　　△318百万円 （―％） 2021年3月期第3四半期　　△293百万円 （―％）

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

2022年3月期第3四半期 △0.18 ―

2021年3月期第3四半期 △0.44 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年3月期第3四半期 10,866 4,109 37.8 2.63

2021年3月期 6,373 3,955 62.1 2.72

（参考）自己資本 2022年3月期第3四半期 4,107百万円 2021年3月期 3,954百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

2022年3月期 ― ― ―

2022年3月期（予想） 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）

　2022年3月期の通期業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日）につきましては精査中であり、現時点では未定としております。業績予想の開示が可能
となった時点で速やかに公表いたします。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年3月期3Q 1,561,102,123 株 2021年3月期 1,456,102,123 株

② 期末自己株式数 2022年3月期3Q 15,909 株 2021年3月期 15,909 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期3Q 1,527,977,123 株 2021年3月期3Q 683,328,638 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　当社グループが行う投資事業は、その特性上、国内外の経済情勢、株式市場動向等から受ける影響が極めて大きく、業積予想を合理的に行うことが困
難であるため、業績予想の開示を控えさせて頂いております。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界規模での新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

経済活動が大幅に制限され、業種・業態によっては壊滅的な打撃を受けております。国際情勢が更に不安定になっ

ており、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

このような経営環境の下で、当社グループは、収益事業の確立によって財務体質を改善すべく、新規投資案件の

探索や既存投資先の業績改善に取り組んでまいりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、新型コロナウィルス感染症による海外におけ

るロックダウンおよび日本国内における緊急事態宣言に伴う外出自粛の影響もあったものの、当社グループのコア

事業のひとつである有価証券投資が好調に推移したこと及び新たに連結子会社が増加したことに起因して、営業収

益は921百万円（前年同期比114.2％増）となりました。営業費用につきましては、外形標準課税に伴う租税公課増

加の一方、経費の抑制や質屋・古物買取販売事業からの撤退に伴う仕入減等の影響により、営業利益が223百万円

（前年同期は296百万円の営業損失）、経常利益は135百万円（前年同期は288百万円の経常損失）となりました。一

方で、その他の預り金処理をしたうちの1,855百万円を税務上加算し法人税等を377百万円計上したことにより、親

会社株主に帰属する四半期純損失は271百万円（前年同期は301百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）とな

りました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

  当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ4,493百万円（70.5％増）増加

し、10,866百万円となりました。

　主な増減は、有価証券の増加1,292百万円、営業貸付金の減少855百万円、信用取引貸付金の増加648百万円、投

資有価証券の減少1,078百万円及び関係会社株式の増加4,744百万円であります。

(負債)

  当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べ4,339百万円（179.5％増）増加

し、6,757百万円となりました。

　主な増減は、短期借入金の増加1,444百万円、未払金の減少730百万円、その他の預り金の増加1,822百万円及び

信用取引借入金の増加1,656百万円であります。

(純資産)

  当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ153百万円（3.9％増）増加し、

4,109百万円となりました。

主な増減は、増資に伴う資本金及び資本剰余金の増加470百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上に

よる利益剰余金の減少271百万円及びその他有価証券評価差額金の減少132百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年３月期の通期業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）につきましては、現在予定している新規事

業参入・既存事業拡大の影響を精査中であるため、現時点では未定としております。業績予想の開示が可能とな

った時点で速やかに公表いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 474,217 540,105

預託金 289,000 271,000

顧客分別金信託 289,000 271,000

受取手形及び売掛金 786,529 634,699

有価証券 1,203,018 2,495,054

商品 10,909 2,851

営業貸付金 1,565,118 710,000

信用取引資産 546,900 1,195,787

信用取引貸付金 546,900 1,195,787

その他 287,761 321,326

貸倒引当金 △665,364 △665,228

流動資産合計 4,498,091 5,505,596

固定資産

有形固定資産 630 123,726

無形固定資産 － 2,019

投資その他の資産

投資有価証券 1,080,632 2,186

関係会社株式 369,250 5,114,234

破産更生債権等 43,260 43,260

差入保証金 432,765 96,355

その他 748 31,503

貸倒引当金 △51,890 △51,890

投資その他の資産合計 1,874,766 5,235,649

固定資産合計 1,875,397 5,361,395

資産合計 6,373,489 10,866,991

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,272 4,686

短期借入金 － 1,444,500

未払金 1,146,663 416,036

未払法人税等 17,791 425,821

預り金 312,021 2,086,667

顧客からの預り金 270,337 222,199

その他の預り金 41,683 1,864,468

資産除去債務 17,759 10,635

信用取引負債 546,480 2,202,741

信用取引借入金 546,480 2,202,741

受入保証金 13,432 13,692

訂正関連損失引当金 90,000 －

その他 147,439 73,461

流動負債合計 2,301,860 6,678,243

固定負債

退職給付に係る負債 14,423 3,883

長期未払金 5,264 －

資産除去債務 － 15,060

繰延税金負債 58,746 36

その他 3,361 26,072

固定負債合計 81,794 45,053

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 34,100 34,100

特別法上の準備金合計 34,100 34,100

負債合計 2,417,755 6,757,396

純資産の部

株主資本

資本金 6,039,033 6,275,283

資本剰余金 2,465,155 2,699,552

利益剰余金 △4,679,912 △4,951,329

自己株式 △5,954 △5,954

株主資本合計 3,818,322 4,017,552

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 133,026 83

為替換算調整勘定 3,630 89,714

その他の包括利益累計額合計 136,656 89,797

非支配株主持分 754 2,245

純資産合計 3,955,733 4,109,595

負債純資産合計 6,373,489 10,866,991
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業収益

売上高 374,434 246,150

有価証券売買等損益 △19,741 435,453

受取利息 75,348 118,449

受入手数料 － 70,184

金融収益 － 51,067

営業収益計 430,040 921,304

売上原価 285,364 29,464

金融費用 － 47,980

純営業収益 144,676 843,860

販売費及び一般管理費 440,766 620,143

営業利益又は営業損失（△） △296,089 223,716

営業外収益

受取利息及び配当金 1,211 14,288

持分法による投資利益 37,384 －

その他 8,334 11,826

営業外収益合計 46,929 26,114

営業外費用

支払利息 16,447 6,960

為替差損 14,214 61,687

貸倒引当金繰入額 8,630 －

持分法による投資損失 － 39,885

その他 378 6,243

営業外費用合計 39,670 114,776

経常利益又は経常損失（△） △288,830 135,054

特別利益

固定資産売却益 73 9,079

関係会社株式売却益 － 17,396

特別利益合計 73 26,476

特別損失

投資有価証券評価損 8,355 －

訂正関連損失引当金繰入額 － 28,800

特別調査費用 － 19,871

その他 1,700 6,599

特別損失合計 10,055 55,271

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（△）
△298,812 106,259

法人税、住民税及び事業税 2,827 377,955

法人税等合計 2,827 377,955

四半期純損失（△） △301,640 △271,696

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － 279

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △301,640 △271,416

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

四半期純損失（△） △301,640 △271,696

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △133,026

為替換算調整勘定 8,134 86,083

その他の包括利益合計 8,134 △46,942

四半期包括利益 △293,505 △318,638

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △293,505 △318,275

非支配株主に係る四半期包括利益 － △362

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において223,716千円の営業利益を計上したものの、前連結会計年度

まで継続して重要な経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しておりました。このため、継続企業の前

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

当該状況を解消、または改善するため、以下の対応策を講じてまいります。

①優良な投資案件の選定と実行

当社グループは、日本およびアジアを中心とする地域における経済的・社会的貢献を標榜し、投資事業を柱とし

た事業創造を行ってまいりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響や香港の経済事情の不安定化

を踏まえ、当面、海外での事業投資については慎重な対応を行うこととし、国内での金融事業に注力することで、

当社グループの経常的な利益、キャッシュ・フローの確保に努めることにより、当社グループの収益基盤の安定化、

財務体質の強化を図ってまいります。金融事業として①貸金事業を実施し、既存の大手金融機関の与信の対象にな

りにくい中小事業会社に対する資金調達手段を提供することで、当社の当該顧客層に対する審査、与信管理、回収

等のノウハウを発揮し、適切なリスク管理の下で収益性の高い金融事業の拡大を目指します。また、当社グループ

のコア事業の②投資事業においては、有価証券投資等に加え、その他収益性の高い事業にも積極的に取り組み、投

資事業全体の規模拡大を目指します。加えて、③証券事業においては、自己資本の健全化を通じた信用取引の拡大

を図るとともに、競争力と企業価値の向上を目指してまいります。これら①～③の３つを主要事業とし、高収益体

質の新たな投資金融事業会社へと脱皮することを目指してまいります。

②財政状態の改善

当社グループは、2020年10月６日、香港証券取引所上場の投資会社Sun Hung Kai & Co. Limitedの子会社である

Sun Hung Kai Strategic Capital Limited、及び当社の筆頭株主であった個人投資家・須田忠雄氏の２者に対し、第

三者割当による新株式及び第14回新株予約権の発行を実施いたしました。調達金額は、新株式の発行により

2,000,000千円、第14回新株予約権の行使により1,899,000千円（全て行使された場合）でありますが、第２四半期

連結累計期間において、上記全ての新株予約権の行使による調達がなされました。今後も引き続き、運転資金を確

保した上で、新たな中核事業への投融資、および投資先の事業展開を遂行するため、株式、新株予約権による直接

調達、金融機関等からの借入による間接調達等、各種の資金調達の可能性を検討し、財政状態の健全化を図ってま

いります。

③子会社の収益力の強化

アジアビジネスファイナンス株式会社は、売掛債権担保融資に限定せず、株式担保融資、不動産担保融資まで取

扱商品の範囲を拡大し、貸金事業を行ってまいります。アジアインベストメントファンド株式会社は、有価証券投

資等の投資事業全般に加え、その他収益性の高い分野の商取引にも積極的に取り組んでまいります。ワンアジア証

券株式会社は、自己資本の健全化を通じた信用取引の拡大を図るとともに、競争力と企業価値の向上を目指してま

いります。

④経費削減

当社グループは、収益基盤の改善を進めるために、組織体制の見直しを行い、事業活動の効率化を図るととも

に、人件費等を含む経費の削減に取り組み、事業運営コスト削減を徹底して行い、更なる収益力の強化に努めてお

ります。今後もこの方針を継続していく所存です。

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

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

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

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

当社は、新株予約権の行使に伴う新株の発行等により、当第３四半期連結累計期間において資本金が236,250千円

及び資本剰余金が234,396千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が6,275,283千円、資本剰余金

が2,699,552千円となっております。

（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。

（会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。収益認識会計基準等の適用による四半期連結財務諸

表に与える影響はありません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月

31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収

益を分解した情報を記載しておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響

はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、投資事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(重要な後発事象）

該当事項はありません。
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３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において223,716千円の営業利益を計上したものの、前連結会計年度

まで継続して重要な経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しておりました。このため、継続企業の前

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

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

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

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

る重要な不確実性が認められます。
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