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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
(1）連結経営成績 （記載計数は単位未満を切捨てて表示しております）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 4,126 31.6 1,097 80.6 1,114 84.2
17年３月期 3,134 7.9 607 33.8 605 20.5

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 656 66.2 14,737 68 14,501 56 17.2 13.8 27.0
17年３月期 394 119.0 18,260 86 17,931 53 18.2 20.1 19.3

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期       44,526株 17年３月期 21,616株

③平成17年11月18日付で１株を２株にする株式分割を実施しており、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の17年３月期の１株

当たり当期純利益は9,130円43銭、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は8,965円76銭であります。

④会計処理の方法の変更 無

⑤売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 12,830 5,273 41.1 107,782 63
17年３月期 3,227 2,321 71.9 106,926 20

（注）①期末発行済株式数（連結） 18年３月期       48,930株 17年３月期 21,710株

②平成17年11月18日付で１株を２株にする株式分割を実施しており、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の17年３月期の１株

当たり株主資本は53,463円10銭であります。

      ③平成18年3月末にキャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合が連結子会社となったことにより、総資産が3,457百万円増加して

　　　　おります。

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 1,054 △983 4,979 6,112
17年３月期 383 △156 △4 1,061

 (注）平成18年3月末にキャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合が連結子会社となったことにより、現金及び現金同等物期末残高が

　　　2,098百万円増加しております。

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 12社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 4社     　　（除外） －社  　　　持分法（新規） －社 　　　　（除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 2,150 450 260
通　期 4,600 1,450 850

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　　19,089円97銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等

は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の10～12ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、純粋持株会社である当社のもとに事業子会社12社により構成されております。企業再生コンサル

ティング・株式公開コンサルティング・不動産コンサルティング・保険コンサルティング等のコンサルティング事業、

ＭＢＯ・企業再生・事業承継ファンドの設立・運営及び投資等を行う投資ファンド事業及びファイナンシャル・プラ

ンナー（以下「ＦＰ」という。）の資格取得講座を中心とした教育研修事業を展開しております。

　当社グループ（当社及び主要な連結事業子会社）の主たる事業の内容は次の通りです。

会社名 取扱サービス・商品 主たる事業の内容

ＴＦＰコンサルティンググループ㈱ ────── 純粋持株会社

山田ビジネスコンサルティング㈱
企業再生コンサルティング

経営・財務コンサルティング

コンサルティング事業

ＴＦＰ不動産コンサルティング㈱
不動産コンサルティング

不動産ファンドの設立・運営及び投資

ＴＦＰビジネスソリューション㈱ 株式公開コンサルティング

㈱東京エフピー保険パートナーズ 保険コンサルティング

㈱オーナー企業総合研究所
オーナー企業及びオーナー経営者向けコンサル

ティング

山田ＭＴＳキャピタル㈱ 投資事業組合等の設立・運営及び投資  

キャピタルパートナー・二号投資事業有限

責任組合（注１）
 ＭＢＯ・企業再生・事業承継ファンド  投資ファンド事業

山田プリンシパルインベストメント㈱ ベンチャー投資  

㈱ＴＦＰ・ウェブ 通信システムを利用したＦＰ情報提供サービス

教育研修事業
㈱東京ファイナンシャルプランナーズ

ＡＦＰ・ＣＦＰ®（注２）・ＦＰ技能士・ＤＣプ

ランナー・証券外務員資格取得講座

ＦＰ実務研修・ライフプラン研修

ＤＣ加入者教育研修

財務・会計研修

出版

会計事務所対応サービス

　（注）１．山田ＭＴＳキャピタル㈱が運営管理しているキャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合は、当社グ

ループ持分割合が過半数（実質持分割合51.0％）となったため、当連結会計年度より連結の範囲に含めてお

ります。

２．ＣＦＰ®は米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSBとのラ

イセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めております。

３．上記の他、不動産コンサルティング事業子会社１社、投資ファンド事業子会社１社があります。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社グループは、コンサルティング事業、投資ファンド事業及び教育研修事業の三つの事業を柱としております。

　コンサルティング事業は、企業再生・事業承継・株式公開等の「企業再生・企業成長コンサルティング」を行って

おり、今後、更にこれを充実・拡大してまいります。また、広く財務に関するコンサルティングとして財務・金融・

不動産・保険等の「ファイナンシャルコンサルティング」も行っております。

　投資ファンド事業は、主として中堅企業をターゲットとした「ＭＢＯ・企業再生・事業承継ファンド」の設立・運

営を行っております。当社グループのコンサルティング事業との相乗効果を最大限に発揮し、当社グループの主力事

業とするべく積極的な事業展開を行ってまいります。

　教育研修事業は、ＦＰに関する資格取得講座、ファイナンシャルプランニング及び税・会計に関する研修、ＦＰ情

報提供サービス等を行っております。

　当社グループは基本理念として「健全な価値観」を掲げ、上記の三つの事業活動を展開することにより高付加価値

情報を創造・提供し、顧客の発展ひいては社会の発展に貢献することにより「存在する意義のある組織」であり続け

ます。また、純粋持株会社である当社を中心とした経営管理組織体制のもと、経営の効率化と機動性を発揮し、グルー

プとしての企業価値の更なる向上を目指してまいります。

　今後も、投資家の皆様をはじめとする日本国民の方々に対し、適時公平にディスクローズを行う会社、財務健全性

が確立している継続企業として評価される会社であることに努めてまいる所存であります。

(2）財務方針

　当社グループは、前期まではスリムなバランスシートを保持する慎重な財務政策を行っておりましたが、投資ファ

ンド事業への本格進出に伴い、投資ファンドへの自己投資を積極的に行う計画であり、当期より借入金を活用する等、

自己資本比率40％を目安とする財務政策に転換しております。

(3）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、当社グループ全体の利益水準・財政状態な

どを総合的に勘案しながら「適正かつ安定的な配当」を続けていくことを基本方針としております。

　平成19年３月期につきましては、１株当たり中間配当金1,500円、１株当たり期末配当金1,500円、年間合計１株当

たり3,000円の配当を予定しておりますが、連結業績が平成19年３月期業績予想値比増益となった場合には、期末配当

をそれに応じて若干増額したいと考えております。

(4）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場において適正な株価が形成されるためには、株式の流動性向上及び投資家層の拡大が必要である

と考えております。

　このような考えから、平成17年８月18日取締役会決議により、平成17年９月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載された株主に対し、平成17年11月18日付で１：２の株式分割を実施いたしました。

　今後も投資単位については、当社業績・株価水準・株主数・費用対効果等を総合的に勘案し、慎重に検討してまい

ります。

(5）目標とする経営指標

　安定的な経営基盤の確保のためには、資金を有効に活用することによって利益の極大化を図り、グループとしての

企業価値を高めることを最重要課題として認識しております。ゆえに、資本運用効率を計る尺度として「株主資本当

期純利益率（ＲＯＥ）」を目標とする経営指標として位置付け、連結ベースでのＲＯＥ20％を目指しております。
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(6）中長期的なセグメント別事業戦略（対処すべき課題）

①　コンサルティング事業

＜企業再生コンサルティング＞

　企業再生コンサルティングにおける戦略は、企業再生のプロフェッショナル集団としての認知を勝ち取り、中堅

企業に対する「再生支援コンサルティング会社No.１」の地位を確立することであります。重点戦略は次の通りであ

ります。

  １）「ターンアラウンドコンサルティング」対応体制を強化することによる営業基盤の拡充

  ２）役務提供内容の多様化による新たな収益機会の創造

  ３）関西、東海地区での営業基盤確立

  ４）積極的な増員、将来の海外進出を見据えた組織体制作り

＜株式公開コンサルティング＞

　株式公開コンサルティングにおける戦略は、成長志向中堅・中小企業の成長支援コンサルティングのプロフェッ

ショナル集団として業界内認知を獲得することであります。重点戦略は次の通りであります。

  １）得意分野である「経理アウトソース業務」「企業価値評価業務」「経営管理体制コンサルティング」に加え

「営業戦略」「マーケティング戦略」といった新しいサービスの提供

  ２）営業拠点の拡充、受注体制の構築

  ３）増員による組織基盤固め

 

＜オーナー企業及びオーナー経営者向けコンサルティング＞

  オーナー企業及びオーナー経営者向けコンサルティングにおける戦略は、オーナー経営者のミッションとオーナー

企業の成長力に応じた質の高い・幅広いコンサルティングファンクションを提供し続け、ブランド認知を獲得する

ことであります。重点戦略は次の通りであります。

   １）ストックオプションを報酬形態の中心に据え、コンサルティングサービスに社外ＣＦＯ機能を付加する

     ことによる営業競争力の強化

   ２）幅広いニーズに対応可能な人員の確保、組織体制の構築

＜不動産コンサルティング＞

　不動産コンサルティングの重点戦略は次の通りです。

  １）グループ内情報交換及びグループ外情報収集の活性化による物納コンサルティング、相続・事業承継対策、

不動産有効活用提案ビジネス等の充実と営業拠点の整備

  ２）企業再生等を切り口とした不動産仲介・有効活用コンサルティングの受注体制の整備・拡大

  ３）底地を主体とした不動産ファンド事業の拡充

＜保険コンサルティング＞

　保険コンサルティングの重点戦略は次の通りです。

  １）中立・公正な立場でのリスクコンサルティングの実践

　　  　２）グループ各社のネットワークを有効利用することによる営業基盤の確立

 

②　投資ファンド事業

　投資ファンド事業における戦略は、当社グループのコンサルティング力を最大限に生かすことができる中堅企業

をターゲットとした「ＭＢＯ・企業再生・事業承継ファンド」により他のプライベートエクイティーファンドとの

明確な差別化を行ないブランドを確立することであります。投資ファンド事業につきましては、今後の当社グルー

プの最たる成長事業であると見込んでおり、主力事業とするべく積極的な事業展開を行ってまいります。重点戦略

は次の通りです。

  １）投資実行が完了したキャピタルパートナー・一号投資事業有限責任組合の投資先企業の企業価値向上を支援

する活動に注力し、より高いパフォーマンスを実現する。

  ２）本年１月にファンド規模総額100億円で組成完了したキャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合にお

ける優良な投資先企業の発掘

  ３）トラックレコードの向上によるファンド資金調達の確保

  ４）当社グループのネットワークを活用した投資案件獲得力の強化
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③　教育研修事業

　教育研修事業における戦略は、堅実かつ積極的な事業活動を通じてＦＰ業界内外における評価・認知度の更なる

向上と安定的な収益の確保を図るため、第一に既存マーケットの深堀と新規マーケットの開拓によりＦＰ教育業界

でのシェア拡大を目指すことであります。第二に顧客ニーズに対応した高付加価値サービス・新商品を提供し商品

力強化による差別化を行うことであります。第三にインターネットによるＦＰ教育・情報提供サービス（商品名：

PowerFP）をＦＰが活用する情報サイトのデファクトスタンダードにすべく努め、ＦＰ情報提供会社No.１の地位を

獲得することであります。重点戦略は次の通りであります。

１）　証券・保険業界等既存マーケットの深堀と都市銀行・地方銀行・信用金庫・不動産業界等新規マーケットの

開拓に引き続き注力する。

２）　金融機関を中心に高まってきているファイナンシャルプランニングに関する企業実務研修ニーズを的確に捉

え、各企業の研修ニーズにマッチしたオーダーメード研修を企画・提案し、併せてＦＰ資格取得講座受講者数

増強との相乗効果を狙う。

３）外部ビジネスパートナーとの連携強化によるＤＣ（確定拠出年金）加入者教育の推進と継続教育の本格的展開

４）　インターネットによるＦＰ情報提供サービス（商品名：PowerFP）について、法律改正等に対するタイムリー

な対応と、利用するＦＰ・金融機関社員等のニーズにそったコンテンツの質及び量の充実により、会員数の増

加に努める。

５）情報管理体制の強化に引き続き注力する。

(7）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割合

（％）
親会社等が発行する株券が上
場されている証券取引所

㈱日本マネジメント・アドバ

イザリー・カンパニー

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該他

の会社

25.9 なし

②　非上場の親会社等に関する会社情報の適時開示の免除の理由

　当社が上場しております大阪証券取引所ヘラクレス市場では、適時開示が必要な親会社等の範囲は「上場会社の

議決権の過半数を実質的に所有している親会社」としており、「上場会社が他の会社の関連会社である場合におけ

る当該他の会社」は適時開示が必要な親会社等から除くと規定しているためであります。

　すなわち、当社は㈱日本マネジメント・アドバイザリー・カンパニーの関連会社であることから、㈱日本マネジ

メント・アドバイザリー・カンパニーは適時開示の対象とはなりません。

③　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社の親会社等である㈱日本マネジメント・アドバイザリー・カンパニーは、当社の創業者、かつ代表取締役会

長である山田淳一郎の資産管理会社であり、当社の安定株主となっております。

　また、当社の代表取締役会長である山田淳一郎は同社の代表取締役を兼務しておりますが、同社と当社とは営業

活動上の取引は一切行っていないこと、かつ同社は資産管理を目的とした会社であることから、当社グループは事

業活動上の独立性を確保しております。

④　親会社等との取引に関する事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態等

(1) 当連結会計年度の概況

  当社グループは当連結会計年度から平成18年１月25日に出資の募集を終えた以下の①で説明する100億円ファンドを

連結の対象にいたしました。ただし、これも①で説明いたしますが当連結会計年度は貸借対照表だけを連結すべきで

あると考えて連結しております。  

  この結果、同ファンドを連結しなかったとした場合に比べると、連結貸借対照表と連結キャッシュ・フロー計算書

において大きな金額の変化が生じています。そこで連結貸借対照表と連結キャッシュ・フロー計算書における連結に

伴う変化がご理解いただけるようにと考え、(a)ファンド連結前と(b)ファンド連結後の金額を比較方式で示すことに

いたします。

 

 　①当連結会計年度における連結財務諸表の特徴と連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

　　 に与える影響

  当社グループの投資ファンド事業会社山田ＭＴＳキャピタル㈱が運営管理するキャピタルパートナー・二号投資事

業有限責任組合のファンド総額が平成18年１月25日に当初計画通り100億円となり、出資募集を完了いたしました。

出資募集の完了段階で同ファンドへの当社グループの出資持分割合が実質過半数となったことから、当連結会計年度

より同ファンドを連結の範囲に含め、連結子会社としております。ただし、同ファンドのみなし取得日を当連結会計

年度末としているため、当連結会計年度では貸借対照表だけを連結しており、損益計算書及びキャッシュ・フロー計

算書は連結しておりません。

  同ファンドを連結したことによる平成18年３月期連結財務諸表への影響は以下の通りであります。

 　　(イ)平成18年３月期（要約）比較連結貸借対照表

 （単位：百万円）    

区分 (a)ファンド連結前 (b)ファンド連結後 (b)－(a)差引

流動資産　　　　　　　　 （注１） 6,645 11,257 4,611

 固定資産    

 　有形固定資産 182 182 －

 　無形固定資産 15 15 －

 　投資その他の資産　　　（注２） 2,495 1,341 △1,154

 　繰延資産 33 33 －

 資産合計 9,373 12,830 3,457

 流動負債　　　　　　　　（注３） 2,237 2,133 △104

 固定負債 1,857 1,857 －

 少数株主持分　　　　　　（注４） 4 3,566 3,561

 資本合計 5,273 5,273 －

 負債・少数株主持分・資本合計 9,373 12,830 3,457

　（注１） 流動資産の主な増加要因

　　　　 ・現金及び預金の増加2,098百万円：同ファンドの現金預金残高

　　     ・営業投資有価証券の増加1,644百万円：山田ＭＴＳキャピタル㈱の同ファンドへの出資残高を同ファンド

　　　　　 の受入出資金（資本金）と相殺し同ファンドの営業投資有価証券残高を表示するための調整金額

　　     ・短期貸付金の増加910百万円：同ファンドの短期貸付金残高

　（注２） 投資その他の資産の増減要因

　　     ・投資有価証券の減少1,345百万円：山田ＭＴＳキャピタル㈱以外の当社グループからの同ファンドへの出

　　　　　 資残高を同ファンドの受入出資金（資本金）と相殺

　　     ・長期貸付金の増加188百万円：同ファンドの長期貸付金残高

　（注３）流動負債の減少要因

　　     ・前受収益の減少154百万円：同ファンドを運営管理している山田ＭＴＳキャピタル㈱に対する同ファンド

　　　　　 の管理費用の前払費用残高と山田ＭＴＳキャピタル㈱の管理報酬の前受収益残高を相殺

　（注４）少数株主持分の増加要因

　     　・同ファンドにおけるグループ外部出資者のファンド財産持分

 

(ロ)平成18年３月期連結損益計算書への影響

 　  平成18年３月期連結損益計算書への影響はありません。
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(ハ)平成18年３月期（要約）比較連結キャッシュ・フロー計算書

 （単位：百万円）    

区分 (a)ファンド連結前 (b)ファンド連結後 (b)－(a)差引

 営業活動によるキャッシュ・フロー   （注１） △836 1,054 1,891

 投資活動によるキャッシュ・フロー   （注２） △1,190 △983 206

 財務活動によるキャッシュ・フロー   （注３） 4,979 4,979 －

 現金及び現金同等物の期末残高       （注４） 4,013 6,112 2,098

      （注１）投資事業を業とする山田ＭＴＳキャピタル㈱から同ファンドに対して支出した出資金額1,891百万円は　　

　　　

　　　　　　　連結しない場合には営業活動によるキャッシュ・フローで計上するのに対して、連結に伴い投資活動の　　

　　　    　 キャッシュ・フローであると認識・計上したことによる変更。

　    （注２）連結した場合、同ファンドの現金預金残高2,098百万円を投資活動によるキャッシュ・フローの増加

   　　　　　要因として認識・計上する一方で、（注１）の山田ＭＴＳキャピタル㈱から同ファンドに支出した出資

　　   　　　金額1,891千円を投資活動によるキャッシュ・フローの減少要因として認識・計上したことによる変更

　    （注３）財務活動によるキャッシュ・フローは影響ありまぜん。

　    （注４）連結したことに伴い、同ファンドの現金預金残高2,098百万円を現金及び現金同等物の期末残高に加

　　    　　　えています。

 

  ②当連結会計年度の概況

 　コンサルティング事業につきましては、堅調な受注状況に支えられ、好調な業績を確保することができました。

   投資ファンド事業につきましては、平成17年３月末に組成開始したキャピタルパートナー・二号投資事業有限責任

 組合の出資約束総額が平成18年１月25日に当初計画通り100億円となりました。

　 教育研修事業につきましては、法人マーケットが回復し、安定的な業績を確保することができました。

  なお、当連結会計年度では公表業績見込数値にキャピタルパートナー・一号投資事業有限責任組合の投資先企業の

株式上場によるキャピタルゲインを180,000千円織り込んでおりましたが、当該企業の株式上場実現が来期以降へと延

期になったため、当該キャピタルゲインの実現も来期以降となりました。しかし、コンサルティング事業及び教育研

修事業の業績が計画以上に推移し、その実現が延期となったキャピタルゲイン見込額分を十二分にカバーしたことか

ら、連結全体では公表業績見込数値を上回ることができました。

これらの結果、売上高4,126,622千円（前連結会計年度比31.6ポイント増）、営業利益1,097,933千円（同80.6ポイン

ト増）、経常利益1,114,675千円（同84.2ポイント増）、税金等調整前当期純利益1,075,507千円（同77.7ポイント

増）、当期純利益656,210千円（同66.2ポイント増）となりました。

   　 当連結会計年度における各セグメント別の業績の概況は、次の通りであります。

(イ)コンサルティング事業

　コンサルティング事業につきましては、企業再生コンサルティングの山田ビジネスコンサルティング㈱及び不動

産コンサルティングのＴＦＰ不動産コンサルティング㈱を中心に各社とも受注状況が堅調であり、かつ付加価値の

高い大型のコンサルティング案件を受注・売上実現することができたことから、好調な業績を確保することができ

ました。

　また、㈱オーナー企業総合研究所では、新株予約権の取得を報酬の一部とする短期間に株式上場を志向する企業

に対する上場準備室アウトソース事業を行っており、当初予想を大幅に上回る案件を受注しております。ただし、

この事業は費用の発生が先行し、収益の実現がそれを追いかけるビジネスモデルであるため、顧客先の株式上場が

実現するまでは費用負担が重い事業構造であります。しかしながら当連結会計年度においてはM&A案件に係る手数料

の売上計上ができたことから若干ではありますが利益計上ができました。

　このような状況のもと、当連結会計年度におけるコンサルティング事業の業績は、売上高2,959,618千円（同34.3

ポイント増）、営業利益856,627千円（同76.8ポイント増）と大幅な増収・増益になりました。

(ロ)投資ファンド事業

　投資ファンド事業につきましては、昨年３月末に組成開始したキャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組

合の出資約束総額が当初計画通り100億円となりました。

　当連結会計年度では、主としてキャピタルパートナー・一号及び二号投資事業有限責任組合の管理報酬（山田MTS

キャピタル㈱の自己投資部分に係る管理報酬は除く）を売上計上しております。

　このような状況のもと、当連結会計年度における投資ファンド事業の業績は、売上高218,273千円（同1,249.4ポ

イント増）、営業利益101,144千円（同699.2ポイント増）となりました。
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(ハ)教育研修事業

　教育研修事業につきましては、法人マーケットにおいて主力商品であるＡＦＰ資格取得講座の受講者数が前年同

期比増加したこと及び企業従業員向けのファイナンシャルプランニングに関する企業実務研修の受注状況が順調だっ

たことから業績は順調に推移いたしました。

　このような状況のもと、当連結会計年度における教育研修事業の業績は、売上高1,006,829千円（同9.0ポイント

増）、営業利益191,872千円（同75.0ポイント増）と増収・増益になりました。

 

　なお、各セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高58,098千円（コンサルティング事業2,878千円、投

資ファンド事業52,873千円、教育研修事業2,346千円）が含まれております。

(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における営業活動、投資活動、財務活動による各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は

次の通りであります。

（全体キャッシュ・フローの概要）

　現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、平成17年３月期の確定決算及び平成18年３月期の中間納付に係

る法人税等の支払、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資持分の取得による支出等の資金減少要因がありまし

たが、税金等調整前当期純利益が1,075,507千円（前連結会計年度比77.7ポイント増）と大きく増加したこと、株式の

発行による収入、長期・短期借入れによる収入等により5,050,957千円の資金増（前連結会計年度は222,673千円の資

金増）となりました。その結果、当連結会計年度の資金残高は、6,112,422千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、1,054,966千円（前連結会計年度は383,691千円の資金増）

となりました。

　これは、平成17年３月期の確定決算及び平成18年３月期の中間納付に係る法人税等の支払259,793千円、営業投資有

価証券の増加68,500千円等の資金減少要因があったものの、当連結会計年度の連結業績が順調に推移し、税金等調整

前当期純利益が1,075,507千円（前連結会計年度比77.7ポイント増）と大きく増加したこと等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）

　当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、983,464千円（前連結会計年度は156,190千円の資金減）と

なりました

　これは、投資有価証券からの分配による収入が109,919千円（当社グループ外部の投資ファンドからの分配収入）、

投資有価証券の売却による収入が47,701千円あったものの、連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資持分の取得に

よる支出1,164,938千円（主としてキャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合への当社グループ全体からの当

連結会計年度における出資額と同投資事業有限責任組合の平成18年３月末現金預金残高との差額）があったこと等に

よるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、4,979,455千円（前連結会計年度は4,827千円の資金減）と

なりました。

　これは、配当金の支払額が74,399千円あった一方で、株式の発行による収入が2,260,350千円（当社において平成18

年２月に4,500株の公募増資を実施）、短期借入金の純増額が1,022,000千円（短期運転資金）、長期借入れによる収

入及び社債の発行収入が合計1,769,227千円（子会社山田ＭＴＳキャピタル㈱が運営管理するキャピタルパートナー・

二号投資事業有限責任組合への当社グループ全体からの出資資金に充当）あったこと等によるものであります。

　なお、公募増資により調達できた資金はキャピタルパートナー・三号投資事業有限責任組合への自己投資資金の一

部に充当する計画であります。

（キャッシュ・フロー指標のトレンド）

平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 67.1 68.9 72.4 71.9 41.1

債務償還年数（年） 1.3 2.4 1.0 0.6 2.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
62.6 31.5 55.7 89.8 32.6

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※　営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

債を対象としております。
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(3) 当社グループ各社における当連結会計年度の状況及び平成18年度における経営上の施策

①コンサルティング事業

・山田ビジネスコンサルティング㈱

　当連結会計年度は、企業再生コンサルティングを中心としたコンサルティング案件の受注状況が引き続き堅調で

あったことから前年同期比、大幅な増収増益となりました。

　また、新しい報酬体系として業績改善額に応じた成功報酬を導入しており、契約案件は少しずつ増加しております。

　平成18年度につきましては、引き続き好調な受注状況のもと、堅調な業績を確保できるものと見込んでおります。

また、ターンアラウンドコンサルティング対応体制の更なる強化及び役務提供内容の拡充を図ることにより、競業

他社との差別化・優位性を高め営業基盤の拡充を図るとともに内部組織体制を整備・強化し、更なる企業成長を目

指してまいります。

 

・ＴＦＰ不動産コンサルティング㈱

　当連結会計年度は、付加価値の高い大型コンサルティング案件を受注・売上実現できたことから、前年同期比大

幅な増収増益となりました。

　平成18年度につきましては、グループ内情報交換及びグループ外情報収集の活性化により、安定的な受注実績を

有する物納コンサルティング、相続・事業承継対策、不動産有効活用提案ビジネス等の一層の充実を図るとともに

営業拠点の拡充を行ってまいります。また、引き続き企業再生等を切り口とした不動産仲介・有効活用コンサル

ティングの受注体制の整備・拡大に注力し事業基盤の確立に努め、更なる業績貢献を目指してまいります。また、

底地を主体とした不動産ファンド事業では、第二号ファンドの投資案件の売却が順調に進んでいることから計画通

りの利回りを確保することができるものと見込んでおります。

　底地を主体とした不動産ファンドにつきましては、第三号ファンドの平成18年度中の早期立上げを目指しており

ます。

・ＴＦＰビジネスソリューション㈱

　当連結会計年度は、戦略的に取組んでまいりました事業基盤の拡充と受注体制の再構築が順調に推移し、前年同

期比大幅な増収増益となりました。重要事業拠点である証券会社・金融機関等からの紹介案件が幅広く増加したこ

とにより新株予約権評価業務・株価評価業務の受注が前年同期比倍増いたしました。紹介案件が増加した要因とい

たしましては、重要事業拠点に対しセミナー開催・勉強会を継続したこと及び「信頼できる第三者評価機関」して

の認知度が徐々に向上しているためであります。

　平成18年度におきましても受注増加と付加価値の向上を図るため、更なる業界内認知向上に向けての施策（重要

事業拠点との関係強化策、証券取引所等との共催によるセミナー開催等）に取組み、増収増益基調を確保してまい

ります。

 

・㈱オーナー企業総合研究所

　当連結会計年度は、売上・利益ともに当初計画を下回りました。この主たる原因は、新株予約権の取得を報酬の

一部とする短期間に株式上場を志向する企業に対する上場準備室アウトソース事業において、当初予想を大幅に上

回る案件受注に成功いたしましたが、その一方で、先行投資としての人員増強を行ったこと、また予定していたＭ

＆Ａ・ＭＢＯ・企業再生に関るアドバイザリー業務の契約締結が実現しなかったことによります。

　平成18年度につきましては、上場準備室アウトソース事業では極めて堅調な案件獲得を見込んでおり、年度内で

の株式上場企業の実現を目指してまいります。またアドバイザリー業務においては、積極的にセミナー活動を行う

ことにより事業承継案件の獲得につなげていく所存です。更に株式公開を実現したオーナー企業には引き続きＩＲ

サポートコンサルティング、オーナー及びその一族に対する資産管理業務をサービスとして提供し、オーナー企業

に対する当社の一貫した社外CFO機能を提案してまいります。リサーチ事業及び政策立案提言事業につきましては、

勉強会等を通じてネットワークの拡大を目指してまいります。

・㈱東京エフピー保険パートナーズ

　当連結会計年度は、当社グループ内のネットワークを中心とした営業活動が軌道に乗り始めたことから、順調

な業績を確保することができました。

　平成18年度につきましては、コンサルティング要員の増強により営業基盤の拡充を図るとともに、当社グルー

プ内のネットワークを活用することにより新規受注活動に注力し、安定的な業績の確保を目指してまいります。
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②　投資ファンド事業

・山田ＭＴＳキャピタル㈱

　当連結会計年度は、平成17年３月末に組成開始したキャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合の資金

調達活動及び投資案件の発掘活動に注力してまいりました。平成18年１月25日に当初目標を達成し、100億円ファ

ンドの立ち上げに成功いたしました。平成18年３月末現在、４件、合計42億円の優良投資案件への投資を実行し

ております。

　平成18年度につきましては、キャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合において当社グループのコン

サルティング事業とシナジーが期待できる領域（ＭＢＯ・企業再生・事業承継）での優良な投資案件の発掘に注

力してまいります。

  また、平成18年度内にキャピタルパートナー・一号投資事業有限責任組合投資先企業１社の株式公開が実現で

きるものと見込んでおります。

 ・山田プリンシパルインベストメント㈱

  平成17年４月１日、ベンチャー投資及びベンチャー企業支援を事業目的としてＴＦＰコンサルティンググループ

㈱の100％子会社として設立いたしました。

　当連結会計年度は、当社グループのコンサルティング先２社に合計35百万円のベンチャー投資を実行いたしました。

　平成18年度以降につきましても、主として株式公開コンサルティング事業との連携のもと、優良な投資案件が発

掘できたときには投資実行してまいります。

 

③　教育研修事業

・㈱東京ファイナンシャルプランナーズ

　当連結会計年度は、主力商品であるＡＦＰ（ＦＰ技能士２級）資格取得講座において景気と企業業績の回復等

を背景にした法人マーケットで受講者数が順調に上伸したため個人マーケットでの受講者数の伸び悩みを十分に

カバーできた上に、企業実務研修の受注も堅調に推移いたしました。また、昨年度来実施してきた業務効率化・

合理化による利益体質化構造づくりも定着してきたこと等から、前年同期比増収増益となり、当初計画対比でも

これを上回る業績を確保することができました。

　平成18年度につきましては、金融機関を中心に高まってきているＦＰ研修ニーズを的確に捉えて実益に結びつ

ける動きを加速するとともに個人マーケットにおけるＡＦＰ（ＦＰ技能士２級）資格取得講座受講者数増加を目

指し通学講座の充実強化を図ってまいります。

　また、ニーズが拡大傾向にあるＣＦＰ®及びＦＰ技能士３級教育事業に一段と注力し、業容の拡大と安定的な利

益確保を目指してまいります。

 

・㈱ＴＦＰ・ウェブ

　当連結会計年度は、売上高・営業利益ともに順調に推移いたしました。

インターネットによるＦＰ情報提供サービス（商品名：PowerFP）の会員数は微増にとどまりましたが、一方で金

融機関の顧客対面時のプレゼンテーションツール用にカスタマイズするといったPowerFPの新たな展開が始まりま

した。銀行・保険・証券の業務障壁の緩和により、金融機関が幅広いＦＰ知識・情報・ＦＰプレゼンテーション

能力をより必要としていることによる動きであります。

　平成18年度につきましては、PowerFPの新たな展開を加速させるとともに、会社法施行に伴う研修・セミナー・

コンサルティング等のニーズが旺盛でありますので、業績は順調に推移するものと見込んでおります。
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(4）平成18年度の業績見通し

　コンサルティング事業は、企業再生コンサルティング及び不動産コンサルティングを中心にコンサルティング事業

各社とも安定した受注状況が見込まれることから、引き続き堅調な業績を確保することができるものと見込んでおり

ます。

　また㈱オーナー企業総合研究所において行っている上場準備室アウトソース事業では引き続き極めて堅調な案件獲

得を見込んでいます。既存コンサルティング先企業の年度内での株式上場（第１号）が実現できると見込める状況に

あります。ただし、その場合のストックオプションの権利行使に伴うキャピタルゲインの実現は平成19年度以降にな

りますので平成18年度での見込利益には計上しておりません。

　投資ファンド事業においては、下半期にキャピタルパートナー・一号投資事業有限責任組合の投資先企業の株式上

場が実現できるものと見込んでおり、当社グループの同ファンドへの出資者としてのキャピタルゲインを獲得できる

ものとみております。

　当連結会計年度末に連結範囲に含め連結子会社となったキャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合は、平

成18年度からは損益計算書も連結することになります。すなわち平成17年度は当社グループ持分に帰属するファンド

損益を取込んでおりましたが、連結することにより同ファンドの当社グループ外の出資者持分に帰属する組合損益も

取込むことになります。

　教育研修事業は、業務効率化・合理化により利益体質構造も定着し、また法人マーケットが順調に回復しているこ

とから売上規模拡大を目指し、安定的な業績貢献を見込んでおります。

　以上から、平成18年度における通期連結業績見通しは、連結売上高4,600百万円、連結経常利益1,450百万円、連結

当期純利益850百万円を見込んでおります。

　平成18年度の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 2,150 450 260

通　期 4,600 1,450 850

－ 12 －



４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   971,462   6,012,421  

２．受取手形及び売掛金   583,058   551,621  

３．営業投資有価証券   9,000   3,529,385  

４．有価証券   93,360   100,000  

５．たな卸資産   27,114   22,426  

６．繰延税金資産   45,111   49,965  

７．短期貸付金   －   923,000  

８．その他   62,740   75,115  

貸倒引当金   △6,835   △6,716  

流動資産合計   1,785,012 55.3  11,257,221 87.7

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物  221,973   110,657   

減価償却累計額  105,959 116,013  23,598 87,059  

(2）土地   61,900   61,359  

(3）その他  124,213   120,524   

減価償却累計額  89,143 35,069  86,023 34,501  

有形固定資産合計   212,984 6.6  182,920 1.4

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定   77   2,831  

(2）その他   18,938   12,821  

無形固定資産合計   19,015 0.6  15,653 0.1

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   891,308   870,818  

(2）長期貸付金   －   188,227  

(3）敷金・保証金   121,923   123,424  

(4）繰延税金資産   4,184   16,700  

(5）その他  ※１  199,486   157,779  

貸倒引当金   △6,890   △15,831  

投資その他の資産合計   1,210,011 37.5  1,341,119 10.5

固定資産合計   1,442,011 44.7  1,539,693 12.0

Ⅲ　繰延資産        

１．新株発行費   －   14,068  

２．社債発行費   －   19,744  

繰延資産合計   － －  33,812 0.3

資産合計   3,227,023 100.0  12,830,727 100.0
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  前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   98,338   54,368  

２．短期借入金   238,000   1,260,000  

３．一年以内償還予定社債   －   80,000  

４．未払法人税等   152,309   333,404  

５．前受金   88,060   33,988  

６．賞与引当金   29,250   36,305  

７．返品調整引当金   2,873   1,016  

８．その他   186,723   334,476  

流動負債合計   795,556 24.7  2,133,560 16.6

Ⅱ　固定負債        

１．社債   －   720,000  

２．長期借入金   20,000   1,000,000  

３．繰延税金負債   54,849   96,399  

４．その他   35,250   40,835  

固定負債合計   110,099 3.4  1,857,235 14.5

負債合計   905,655 28.1  3,990,796 31.1

        

 (少数株主持分)        

 　 少数株主持分   － －  3,566,127 27.8

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  469,363 14.5  1,599,538 12.4

Ⅱ　資本剰余金   388,358 12.0  1,523,804 11.9

Ⅲ　利益剰余金   1,453,795 45.0  2,035,351 15.9

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   79,858 2.5  146,267 1.1

Ⅴ　自己株式 ※３  △70,007 △2.1  △31,157 △0.2

資本合計   2,321,367 71.9  5,273,804 41.1

負債、少数株主持分及び資
本合計   3,227,023 100.0  12,830,727 100.0
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（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
（％）

Ⅰ　売上高   3,134,473 100.0  4,126,622 100.0

Ⅱ　売上原価   666,078 21.2  810,789 19.6

差引   2,468,395 78.8  3,315,832 80.4

返品調整引当金戻入益   2,999 0.1  2,873 0.0

返品調整引当金繰入額   2,873 0.1  1,016 0.0

売上総利益   2,468,521 78.8  3,317,689 80.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,860,680 59.4  2,219,756 53.8

営業利益   607,841 19.4  1,097,933 26.6

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  1,160   10,377   

２．受取配当金  5,127   7,772   

３．投資有価証券売却益  21,650   25,889   

４．投資事業組合利益  －   32,469   

５．受取手数料  5,781   19,595   

６．その他  7,519 41,239 1.3 7,971 104,076 2.5

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  4,234   31,241   

２．投資事業組合損失  13,657   －   

３．商品廃棄損  18,822   12,364   

４．株式分割費用  5,280   －   

５．社債発行費償却  －   9,872   

６．その他  2,083 44,079 1.4 33,855 87,333 2.1

経常利益   605,001 19.3  1,114,675 27.0

Ⅵ　特別損失        

  １．固定資産評価損  ※２ －   22,340   

２．投資有価証券評価損  －   8,571   

３．ゴルフ会員権償還損  －   7,142   

４．関係会社株式売却損  － － － 1,113 39,168 0.9

税金等調整前当期純利益   605,001 19.3  1,075,507 26.1

法人税、住民税及び事業
税

 220,448   440,708   

法人税等調整額  △10,173 210,275 6.7 △22,073 418,635 10.2

少数株主利益   － －  662 0.0

当期純利益   394,726 12.6  656,210 15.9
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(3）連結剰余金計算書

  
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）

当連結会計年度
（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   388,358  388,358

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  －  1,130,175  

２．自己株式処分差益  － － 5,271 1,135,446

Ⅲ　資本剰余金期末残高   388,358  1,523,804

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,106,642  1,453,795

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．当期純利益  394,726 394,726 656,210 656,210

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  47,504  74,654  

２．自己株式処分差損  70 47,574 － 74,654

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,453,795  2,035,351
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  605,001 1,075,507

減価償却費  44,854 33,939

連結調整勘定償却額  20 79

貸倒引当金の増減額（減少：△）  4,179 8,821

賞与引当金の増減額（減少：△）  △547 7,055

返品調整引当金の増減額（減少：△）  △126 △1,856

受取利息及び受取配当金  △6,287 △18,150

支払利息  4,234 31,241

投資有価証券売却損益  △21,650 △25,889

投資事業組合損益  13,657 △32,469

社債発行費償却  － 9,872

固定資産評価損  － 22,340

投資有価証券評価損  － 8,571

ゴルフ会員権償還損  － 7,142

関係会社株式売却損  － 1,113

営業投資有価証券の増減額（増加：△）  △9,000 △68,500

売上債権の増減額（増加：△）  △161,604 31,436

たな卸資産の増減額（増加：△）  19,602 4,688

敷金・保証金の増減額（増加：△）  △6,208 △901

仕入債務の増減額（減少：△）  46,895 △43,970

前受金の増減額（減少：△）  49,559 △54,072

前受収益の増減額（減少：△）  － 177,039

その他の営業資産の増減額（増加：△）  △24,899 26,546

その他の営業負債の増減額（減少：△）  17,834 132,437

小計  575,516 1,332,024

利息及び配当金の受取額  6,309 15,024

利息の支払額  △4,270 △32,289

法人税等の支払額  △193,864 △259,793

営業活動によるキャッシュ・フロー  383,691 1,054,966
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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）

当連結会計年度
（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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券の償還による収入  6,417 3,358

有形固定資産の取得による支出  △17,769 △22,012

無形固定資産の取得による支出  △2,339 △2,391

投資有価証券の取得による支出  △204,909 △13,118

投資有価証券の売却による収入  23,723 47,701

投資有価証券の返還による収入  60,000 －

投資有価証券からの分配による収入  7,806 109,919

関係会社株式の売却による収入  － 2,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出
資持分の取得による支出

 － △1,164,938

貸付けによる支出  △10,000 △1,098,200

貸付金の回収による収入  － 1,098,200

ゴルフ会員権の償還による収入  － 62,857

その他投資による支出  △19,118 △12,353

その他投資による収入  － 5,113

投資活動によるキャッシュ・フロー  △156,190 △983,464

Ⅲ　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（減少額：△）  － 1,022,000

短期借入れによる収入  250,000 －

短期借入金の返済による支出  △200,000 －

長期借入れによる収入  － 1,000,000

長期借入金の返済による支出  △20,000 △20,000

社債の発行による収入  － 769,227

株式の発行による収入  4,200 2,260,350

株式の発行による支出  － △21,845

自己株式の売却による収入  8,007 44,121

配当金の支払額  △47,034 △74,399

財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,827 4,979,455

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（減少額：△）

 222,673 5,050,957

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  838,791 1,061,464

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  1,061,464 6,112,422
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

（1）子会社８社すべてを連結の範囲に含めております。

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　12社

連結子会社の名称

㈱東京ファイナンシャルプランナーズ

㈱東京エフピー保険パートナーズ

山田ビジネスコンサルティング㈱

ＴＦＰ不動産コンサルティング㈱

㈱ティーエフピー・ウェブ

ティーエフピービジネスソリューション㈱

㈱オーナー企業総合研究所

山田ＭＴＳキャピタル㈱ 

　上記のうち、山田ＭＴＳキャピタル㈱は当連結会計

年度において新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（2）　　　　　　　――――――

連結子会社の名称

㈱東京ファイナンシャルプランナーズ

㈱東京エフピー保険パートナーズ

山田ビジネスコンサルティング㈱

ＴＦＰ不動産コンサルティング㈱

㈱ティーエフピー・ウェブ

ＴＦＰビジネスソリューション㈱（旧ティーエフ

ピービジネスソリューション㈱）　

㈱オーナー企業総合研究所

山田ＭＴＳキャピタル㈱

山田プリンシパルインベストメント㈱

甲南不動産㈱

キャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合

ＭＴＳ投資事業組合 

　山田プリンシパルインベストメント㈱は当連結会計

年度において新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。

　甲南不動産㈱は株式取得に伴い、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めております。なお、みなし取得日

は平成17年10月１日としております。

　キャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合

及びＭＴＳ投資事業組合は当社グループ持分割合が実

質的に過半数となったため、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。なお、みなし取得日を当連

結会計年度末としているため、当連結会計年度は貸借

対照表のみを連結しております。 

 　(2）非連結子会社の数　１社

 　　非連結子会社の名称

 　　　㈲ＭＲＤ

 　　　㈲ＭＲＤは、総資産、売上高、当期純利益及び利益

 　　剰余金等のいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

     していないため、連結の範囲に含めておりません。

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日

と一致しております。

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

 　　連結子会社のうちキャピタルパートナー・二号投資事

 　業有限責任組合及びＭＴＳ投資事業組合の決算日は12月

　 31日であります。

　　 連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財

　 務諸表を使用しております。ただし、１月１日から連結

　 決算日３月31日までの期間に発生した重要な取引につい

　 ては、連結上必要な調整を行っております。
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．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

満期保有目的債券

償却原価法

３．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

満期保有目的債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②たな卸資産

先入先出法による原価法

②たな卸資産

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

定率法

(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

同左

　なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物及び構築物　　　　8～47年

工具器具及び備品　　　4～20年

 

②無形固定資産

定額法

　　なお、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)に基づいておりま　

　す。

②無形固定資産

同左

③長期前払費用

定額法

③長期前払費用

同左

④少額減価償却資産

　　取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資

　産については、３年間で均等償却しております。

④少額減価償却資産

同左

(3）　　　　　　　―――――――

 

 

(3）重要な繰延資産の処理方法

 　　①新株発行費

　　　 　商法施行規則に規定する最長期間（３年）で償却

　　　 しております。　

     ②社債発行費

 商法施行規則に規定する最長期間（３年）で償却

　　　 しております。　

(4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権

　については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

　定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

　回収不能見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

　　従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見

　込額のうち当連結会計年度の負担額を計上してお

　ります。

②賞与引当金

同左

③返品調整引当金

　出版物の返品による損失に備えるため、返品実績率

に基づいて計上しております。

③返品調整引当金

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(5）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

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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①退職年金制度

　　当社グループの加入している公認会計士厚生年

　金基金は、総合設立方式であり、自社の拠出に対

　応する年金資産の額を合理的に算出することがで

　きないため、退職給付に係る会計基準（企業会計

　審議会平成10年６月16日）注解12により、年金基

　金への要拠出額を退職給付費用として処理してお

　ります。

　　なお、当該厚生年金基金の年金資産総額のう

　ち、平成17年３月31日現在の掛金拠出割合を基準

　として計算した当社グループ分の年金資産額は、

　255,196千円であります。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①退職年金制度

　　当社グループの加入している公認会計士厚生年

　金基金は、総合設立方式であり、自社の拠出に対

　応する年金資産の額を合理的に算出することがで

　きないため、退職給付に係る会計基準（企業会計

　審議会平成10年６月16日）注解12により、年金基

　金への要拠出額を退職給付費用として処理してお

　ります。

　　なお、当該厚生年金基金の年金資産総額のう

　ち、平成18年３月31日現在の掛金拠出割合を基準

　として計算した当社グループ分の年金資産額は、

　417,494千円であります。

②消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

②消費税等の会計処理方法

同左

４．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については全面時

価評価法を採用しております。

４．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

５．連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定の償却については、20年間の均等償却を

行っております。

５．連結調整勘定の償却に関する事項

同左

６．利益処分項目等の取扱いに関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した連結

会社の利益処分に基づいております。

６．利益処分項目等の取扱いに関する事項

同左

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引出可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投

資としております。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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）

　当連結会計年度より、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」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）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。
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表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表）

１．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年６

月９日法律第97号）が平成16年12月１日に施行された

ことに伴い、当連結会計年度から投資事業有限責任組

合及びこれに類する組合への出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有価

証券として表示することに変更し、前連結会計年度ま

で「出資金」に計上しておりました投資事業組合等へ

の出資金は、当連結会計年度より「投資有価証券」に

含めて表示しております。

なお、この変更により「出資金」は590,854千円減少

し、「投資有価証券」は同額増加しております。

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「出資

金」（当連結会計年度末の残高は4,300千円）は、資産

の総額の100分の５以下となったため、投資その他の資

産の「その他」に含めて表示することにしました。

（連結貸借対照表）

　　「短期貸付金」は、前連結会計年度まで、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において、資産の総額の100分の５を超えたため

区分掲記いたしました。

なお、前連結会計年度末の「短期貸付金」は13,000

千円であります。

 

　　　　　　　　　――――――

 

 

 

（連結損益計算書）

     前連結会計年度まで区分掲記しておりました「株式

分割費用」（当連結会計年度は2,551千円）は、営業外

費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費用

の「その他」に含めて表示することにいたしました。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年６

月９日法律第97号）が平成16年12月１日に施行されたこ

とに伴い、当連結会計年度から投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるもの）を投資有価証券とし

て表示することに変更いたしました。

そのため、投資活動によるキャッシュ・フローにおい

て、前連結会計年度まで「出資金の払込による支出」に

含めておりました投資事業組合等への払込による支出は

当連結会計年度より「投資有価証券の取得による支出」

に、また前連結会計年度まで「出資金からの分配による

収入」としておりました投資事業組合等からの分配によ

る収入は「投資有価証券からの分配による収入」として

それぞれ表示することに変更いたしました。

なお、前連結会計年度の「出資金の払込による支出」

に含まれている「投資有価証券の取得による支出」は

△182,487千円、前連結会計年度の「出資金からの分配

による収入」に含まれている「投資有価証券からの分配

による収入」は4,347千円であります。

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度まで財務活動によるキャッシュ・フ

ローにおいて区分掲記しておりました「短期借入れに

よる収入」（当連結会計年度2,224,000千円）及び「短

期借入金の返済による支出」（当連結会計年度

1,202,000千円）は、その大部分が借換による収入及び

支出であるため当連結会計年度より「短期借入金の純

増減額」として純額表示することにいたしました。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　　　　　　　　　―――――― ※１　非連結子会社に対するものは次の通りであります。

　投資その他の資産「その他」（出資金）3,000千円

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式22,620株であり

ます。

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式49,740株であり

ます。 

※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式910株で

あります。

※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式810株で

あります。

（連結損益計算書関係）

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　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

の通りであります。

給与・賞与等 1,185,141千円

賞与引当金繰入額 29,250千円

家賃管理費 142,087千円

貸倒引当金繰入額 4,655千円

 

※２　　　　　　　　――――――

給与・賞与等 1,409,446千円

賞与引当金繰入額 36,305千円

家賃管理費 148,393千円

貸倒引当金繰入額 9,348千円

 

 ※２　固定資産評価損は、連結子会社間の建物の売買によ

　　 る未実現損失であります。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 971,462千円

有価証券勘定に計上されている

公社債投資信託
90,001千円

現金及び現金同等物 1,061,464千円

現金及び預金勘定 6,012,421千円

有価証券勘定に計上されている

公社債投資信託
100,000千円

現金及び現金同等物 6,112,422千円

 

 ２．　　　　　　　　――――――

 

 ２．株式及び組合出資持分の取得により新たに連結子会社

　　 となった会社の資産及び負債の主な内訳

       株式の取得により新たに連結子会社となった甲南不

　　 動産㈱、組合出資持分の取得により新たに連結子会社

　　 となったキャピタルパートナー・二号投資事業有限責

     任組合及びＭＴＳ投資事業組合を連結したことに伴う

　　 連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式及び組合

　　 出資持分の取得価額と取得に伴う支出（純額）との関

　　 係は次の通りであります。

流動資産 6,634,592千円

固定資産 192,247千円

連結調整勘定 2,834千円

流動負債  △109,008千円

少数株主持分 △3,561,951千円

小計  3,158,713千円

過年度組合出資持分取得価額  △45,000千円

新規連結前組合出資持分損益取込

額

 150,088千円

新規連結子会社株式及び組合出資

持分の取得価額

 3,263,802千円

新規連結子会社の現金及び現金

同等物

 2,098,863千円

差引：新規連結子会社の取得に

　　　よる支出

△1,164,938千円
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①　リース取引

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

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

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

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産
〔その他〕

9,110 1,973 7,136

合計 9,110 1,973 7,136

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産
〔その他〕

9,110 3,795 5,314

合計 9,110 3,795 5,314

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,711千円

１年超 5,736千円

合計 7,448千円

１年内 1,808千円

１年超 3,928千円

合計 5,736千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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 2,078千円

減価償却費相当額 1,822千円

支払利息相当額 417千円

支払リース料 2,078千円

減価償却費相当額 1,822千円

支払利息相当額 366千円

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

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
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
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 30,297 162,462 132,165

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 4,918 7,596 2,677

小計 35,216 170,058 134,842

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 1,564 1,560 △4

小計 1,564 1,560 △4

合計 36,780 171,618 134,838

（注）上記のほか、投資事業組合に対する出資持分の時価法評価に係る評価差額△130千円から繰延税金資産53千円を差し

引いた額△77千円を「その他有価証券評価差額金」として計上しております。

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

23,723 21,650 －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

割引金融債券 3,358

社債 10,000

(2）その他有価証券  

非上場株式 118,835

公社債投資信託 90,001

投資事業組合出資 599,854
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５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

債券     

割引金融債券 3,358 － － －

社債 － 10,000 － －

合　計 3,358 10,000 － －

当連結会計年度（平成18年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
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 22,608 231,831 209,222

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 2,809 6,056 3,247

小計 25,418 237,887 212,469

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 668 641 △27

小計 668 641 △27

合計 26,086 238,528 212,442

（注）上記のほか、投資事業組合に対する出資持分の時価法評価に係る評価差額34,927千円から繰延税金負債14,615千円

を差し引いた額20,311千円を「その他有価証券評価差額金」として計上しております。

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

47,701 25,889 －
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４．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

社債 10,000

(2）その他有価証券  

非上場株式 3,605,137

新株予約権 9,926

公社債投資信託 100,000

投資事業組合出資 503,111

匿名組合出資 33,500

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価評価されていない非上場株式について、その発行会社の財政状態

を鑑み8,571千円減損処理を行っております。

 

 　　　　 ５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

債券     

社債 － 10,000 － －

合　計 － 10,000 － －

③　デリバティブ取引

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）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成

18年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

④　退職給付

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）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成

18年３月31日）

　当社グループの加入している公認会計士厚生年金基金は、総合設立方式であり、自社の拠出に対応する年金資産

の額を合理的に算出することができないため、退職給付債務に関する事項、退職給付費用に関する事項及び退職給

付債務等の計算の基礎に関する事項についての記載を省略しております。
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⑤　税効果会計

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

 （単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産       

繰越欠損金  10,367  1,560 

貸倒引当金損金算入限度超過額  4,553  6,466 

賞与引当金損金算入限度超過額  12,293  15,255 

未払事業税  13,539  30,813 

未払事業所税  1,375  1,463 

減価償却費償却限度超過額  3,404  906 

投資有価証券評価損否認額  2,102  5,706 

その他  1,658  828 

連結に伴う評価差額  27,297  － 

繰延税金資産小計  76,592  63,001 

連結子会社間に係る固定資産未実現利

益
 －  8,366 

評価性引当額  △27,297  － 

繰延税金資産合計  49,295  71,368 

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金  △54,849  △101,102 

繰延税金負債合計  △54,849  △101,102 

繰延税金資産（負債）の純額  △5,553  △29,733 

　（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

 前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

流動資産―繰延税金資産 45,111千円  49,965千円

固定資産―繰延税金資産 4,184千円  16,700千円

固定負債―繰延税金負債 △54,849千円  96,399千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主な項目の内訳

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
 ――――

法定実効税率  40.69％    

（調整）       

交際費等損金不算入  0.44％    

住民税均等割額  0.41％    

留保金課税  0.36％    

評価性引当額の増減  △7.70％    

その他  0.55％    

税効果会計適用後の法人税等の負担率  34.75％    

 

 　　　 当連結会計年度（平成18年３月31日）につきましては、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、注記を省略しております。 

 

 

 

 

 

       

－ 29 －



⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次の通りであります。

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）

 
コンサル
ティング事
業（千円）

投資ファン
ド事業
（千円）

教育研修事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益       

　売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,197,387 16,175 920,910 3,134,473 － 3,134,473

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
5,950 － 2,128 8,079 △8,079 －

計 2,203,338 16,175 923,039 3,142,552 △8,079 3,134,473

営業費用 1,718,950 3,520 813,402 2,535,872 △9,240 2,526,631

営業利益 484,387 12,654 109,637 606,680 1,161 607,841

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
      

資産 2,010,063 37,529 597,591 2,645,184 581,838 3,227,023

減価償却費 18,145 － 27,281 45,427 △573 44,854

資本的支出 20,680 － 2,737 23,418 － 23,418

　（注）１．事業区分の方法については、内部管理上採用している区分によっており、従来、製品の種類、性質、販売対

象市場の類似性から判断して、コンサルティング事業、教育研修事業の２区分としておりました。当連結会

計年度より投資事業組合等の設立・運営及び投資等を専門に行う投資会社として事業子会社山田ＭＴＳキャ

ピタル㈱を新設し、当社グループが投資ファンド事業に本格的に進出したことに伴い、「投資ファンド事業」

を新規セグメントとして追加いたしました。

２．各事業の主な役務

(1）コンサルティング事業……個人、法人向けのコンサルティング

(2）投資ファンド事業…………投資事業組合等の組成・運営・投資

(3) 教育研修事業………………ＦＰ等の講座販売、企業研修、書籍等販売、ＦＰ向けの情報提供、会費収入

３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、585,165千円であり、

その主なものは純粋持株会社である当社の余剰運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）

等であります。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 
コンサル
ティング事
業（千円）

投資ファン
ド事業
（千円）

教育研修事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益       

　売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,956,739 165,400 1,004,483 4,126,622 － 4,126,622

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
2,878 52,873 2,346 58,098 △58,098 －

計 2,959,618 218,273 1,006,829 4,184,721 △58,098 4,126,622

営業費用 2,102,990 117,128 814,956 3,035,076 △6,386 3,028,689

営業利益 856,627 101,144 191,872 1,149,645 △51,712 1,097,933

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
      

資産 2,198,074 7,015,475 714,130 9,927,681 2,903,046 12,830,727

減価償却費 20,372 164 14,010 34,547 △607 33,939

資本的支出 19,178 955 4,269 24,404 － 24,404

　（注）１．事業区分の方法については、内部管理上採用している区分によっており、製品の種類、性質、販売対象市場

の類似性から判断して、コンサルティング事業、投資ファンド事業及び教育研修事業に区分しております。

２．各事業の主な役務

(1）コンサルティング事業……個人、法人向けのコンサルティング

(2）投資ファンド事業…………投資事業組合等の組成・運営・投資

(3) 教育研修事業………………ＦＰ等の講座販売、企業研修、書籍等販売、ＦＰ向けの情報提供、会費収入

 ３．当連結会計年度における投資ファンド事業の「(2)セグメント間の内部売上高又は振替高」に記載しており

     ます52,873千円は、山田ＭＴＳキャピタル㈱以外の当社グループ会社からのキャピタルパートナー・一号及

     び二号投資事業有限責任組合への出資約束額に対応する管理報酬であります。

       当該管理報酬（売上高）は、同一号及び二号投資事業有限責任組合の運営管理者である山田ＭＴＳキャピ

     タル㈱と同一号及び二号投資事業有限責任組合との取引により生じており、一方で当該管理報酬と対応する

     同額の管理費用を同社以外の同一号及び二号投資事業有限責任組合出資者である当社グループ会社において

     費用計上（営業外費用の投資事業組合損失）しております。当該管理報酬及び当該管理費用はそれぞれ同一

     号及び二号投資事業有限責任組合との関係により生じており、当社グループ内取引ではありませんが、同一

     号及び二号投資事業有限責任組合を介して対応関係にあることから、連結損益計算書上は当該管理報酬（売

     上高）と当該管理費用（営業外費用の投資事業組合損失）とを相殺して表示しております。この相殺表示の

     対象となった山田ＭＴＳキャピタル㈱の売上高は「セグメント間の内部売上高」に準ずる取引としてセグメ

     ント情報上表示しております。

　     なお、同二号投資事業有限責任組合は、当社グループ持分割合が実質的に過半数となったため当連結会計

     年度より連結の範囲に含めておりますが、みなし取得日を当連結会計年度末としているため当連結会計年度

     は貸借対照表のみを連結しております。

４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,905,978千円であ 

り、その主なものは純粋持株会社である当社の余剰運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価

証券等）等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支

店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

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）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

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 106,926.20円

１株当たり当期純利益 18,260.86円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益

17,931.53円

１株当たり純資産額 107,782.63円

１株当たり当期純利益 14,737.68円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益

14,501.56円

  

　当社は、平成16年11月19日付で株式１株につき５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

の通りとなります。

　当社は、平成17年11月18日付で株式１株につき２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

の通りとなります。

１株当たり純資産額 93,525.56円

１株当たり当期純利益 8,489.65円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益

8,467.71円

１株当たり純資産額 53,463.10円

１株当たり当期純利益 9,130.43円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益

8,965.76円

　（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
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株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 394,726 656,210

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 394,726 656,210

期中平均株式数（株） 21,616 44,526

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 397 725

（うち新株予約権）（株） (360) (719)

（うち自己株式譲渡方式によるストック

オプション）
(37) (6)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権の種類　１種類（新株

予約権の目的となる株式数165

株）

―――
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

多額な資金の借入れ

　当社は決算日後において、次の通り総額1,000,000千円

の借入を実施しております（平成17年３月17日開催の当社

取締役会で承認されたコミット付タームローン契約に基づ

く借入実行）。

１．借入先：株式会社りそな銀行

２．借入利率：年　1.375％

３．返済方法：期限一括返済

４．実施時期：平成17年４月27日及び平成17年５月27日

５．返済期限：平成25年３月31日

６．資金使途：当社子会社山田ＭＴＳキャピタル㈱が運

営・管理するキャピタルパートナー・二号

投資事業有限責任組合への当社グループで

の出資

　　　　　　　　　　――――――
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