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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30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９月中間期 2,664 46.5 480 15.8 535 38.6
17年９月中間期 1,817 22.9 414 74.8 386 58.4
18年３月期 4,126 1,097 1,114

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭
18年９月中間期 340 53.5 6,949 22 6,889 95
17年９月中間期 221 55.6 10,173 33 9,936 52
18年３月期 656 14,737 68 14,501 56

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 48,943株 17年９月中間期 21,777株 18年３月期 44,526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９月中間期の

１株当たり中間純利益は5,086円66銭、潜在株式調整後１株当たり中間純利益は4,968円26銭であります。

④18年３月期よりキャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合を連結子会社とし（18年３月期は貸借対照表だけを連結）、18年９月

中間期よりキャピタルパートナー・一号投資事業有限責任組合を連結子会社としております。

なお、上記投資事業有限責任組合を連結しなかった場合の18年９月中間期業績は、売上高2,292百万円、営業利益645百万円、経常利益及

び税金等調整前中間純利益625百万円、中間純利益341百万円であります。上記投資事業有限責任組合を連結することによる影響について

の詳細は、８ページを参照ください。

⑤会計処理の方法の変更 無

⑥売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(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

18年９月中間期 15,239 10,379 35.9 111,947 91
17年９月中間期 6,187 2,602 42.1 117,600 71
18年３月期 12,830 5,273 41.1 107,782 63

（注）①期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 48,960株 17年９月中間期 22,130株 18年３月期 48,930株

②当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９日）を適用しております。

その結果、少数株主持分を純資産の部に表示することになりました。ただし、自己資本比率を算定する際は少数株主持分4,898百万円を

分子から除外して算出しておりますので自己資本比率は35.9％となっております。

なお、当該基準適用前の従来の表示方法によった場合の18年９月中間期の純資産額は5,480百万円であります。

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９月中間期の

１株当たり純資産は58,800円35銭であります。

④18年３月期よりキャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合を連結子会社とし（18年３月期は貸借対照表だけを連結）、18年９月

中間期よりキャピタルパートナー・一号投資事業有限責任組合を連結子会社としております。

なお、上記投資事業有限責任組合を連結しなかった場合の18年９月中間期及び18年３月期の総資産額、純資産額、少数株主持分、自己資

本比率は次の通りです（18年９月中間期は上記(注)①の基準適用後、18年３月期は上記(注)①の基準適用前の数値をもとに純資産額を算

定）。上記投資事業有限責任組合を連結することによる影響についての詳細は、７ページを参照ください。

　　　平成18年９月中間期　総資産額9,374百万円　純資産額5,482百万円（うち少数株主持分4百万円）　自己資本比率58.4％

　　　平成18年３月期　　　総資産額9,373百万円　純資産額5,273百万円　少数株主持分4百万円　自己資本比率56.2％
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(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９月中間期 △2,857 △961 1,912 4,249
17年９月中間期 △723 △1,379 2,753 1,712
18年３月期 1,054 △983 4,979 6,112

（注）18年３月期よりキャピタルパートナー・二号投資事業有限責任組合を連結子会社とし（18年３月期は貸借対照表だけを連結）、18年９月期

よりキャピタルパートナー・一号投資事業有限責任組合を連結子会社としております。

なお、上記投資事業有限責任組合を連結しなかった場合の18年９月期の現金及び現金同等物期末残高は3,577百万円、18年３月期の現金及

び現金同等物期末残高は4,013百万円であります。上記投資事業有限責任組合を連結することによる影響についての詳細は、８ページを参

照ください。

  (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 14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） ２社 　　（除外） －社 　　持分法（新規） －社 　　　（除外） －社

２．19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
通期 4,600 1,450 850

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　17,361円11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12～13ページを参照ください。
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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14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、ＭＢ

Ｏ・企業再生・事業承継ファンドの設立・運営及び投資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

㈱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

山田ファイナンシャルサービス㈱ 保険コンサルティング

山田ＭＴＳキャピタル㈱ 投資事業組合等の設立・運営及び投資

投資ファンド事業

キャピタルパートナー・一号投資事

業有限責任組合（注１）
 ＭＢＯファンド

キャピタルパートナー・二号投資事

業有限責任組合（注２）
 ＭＢＯ・企業再生・事業承継ファンド

山田プリンシパルインベストメント㈱ ベンチャー投資

㈱ＴＦＰ・Ｗｅｂ 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３）・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．当中間連結会計期間より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱

い（実務対応報告第20号　平成18年９月８日）を適用しております。これに伴い、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・一号投資事業有限責任組合（以下「キャピタルパートナー・一号ファ

ンド」という。）は、当中間連結会計期間より連結の範囲に含め連結子会社としております。

 ２．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（以下「キャピ

タルパートナー・二号ファンド」という。）は前連結会計年度末に当社グループ持分割合が実質過半数

（51.0％）となったため、前連結会計年度より連結の範囲に含め連結子会社としております。ただし前連結

会計年度では貸借対照表だけを連結しております。

３．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います。

 ４．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２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の一つ

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す。

(2）財務方針

  平成18年３月期以降、当社グループで運営管理している投資ファンドを連結の対象に加えることに変更したことに

より、グループ外部からの出資持分、すなわち少数株主持分に相当する金額分だけ総資産が膨らむことになることか

ら、投資ファンドを連結した連結貸借対照表で算定した場合の自己資本比率は40％を下回ることになります。

　その影響から当中間連結貸借対照表は自己資本比率が35.9％となっておりますが、当社グループでは、投資ファン

ドを連結しない場合の自己資本比率40％を目安とする財務政策を行っております。投資ファンドを連結した場合と連

結しない場合との比較は７ページに詳細に記載しておりますのでそちらを参照してください。

(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、通期連結業績が平成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。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。従って、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％以上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）事業承継コンサルティング体制の強化

３）役務提供内容の多様化による新たな収益機会の創造

４）関西、東海地区での営業基盤確立

５）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「経営アウトソース業務」「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・開拓

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活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

の成長事業の一つであると見込んでおり、主力事業の一つ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・一号ファンド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）キャピタルパートナー・二号ファンドにおける優良な投資先企業の発掘、当期中での投資実行完了

 ３）キャピタルパートナー・三号ファンドの当期末若しくは来期初での早期立ち上げ

４）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

５）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掘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掘と都市銀行・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

の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沿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。また、㈱日本マネジメント・

アドバイザリー・カンパニーは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㈱が運営するキャピタ

ルパートナー・二号ファンドに若干の出資を行っておりますが、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）当中間連結会計期間の概況

  ①　当中間連結会計期間の特徴

　当社グループでは投資ファンド事業会社山田ＭＴＳキャピタル㈱において、キャピタルパートナー・一号ファン

ド（ファンド規模総額11億円）及び二号ファンド（ファンド規模総額100億円）を運営管理しておりますが、当中間

連結会計期間においては両ファンドとも連結の範囲に含めております。

  キャピタルパートナー・二号ファンドにつきましては、平成18年１月25日の出資募集の完了段階で当社グループ

の同ファンドへの出資持分割合が実質過半数（51.0％）となったことから、前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前連結会計年度末としているた

め、前連結会計年度では貸借対照表だけを連結しておりますが、当中間連結会計期間からはすべての財務諸表を連

結しております。

　キャピタルパートナー・一号ファンドにつきましては、当中間連結会計期間より、「投資事業組合に対する支配

力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第20号　平成18年９月８日）を適用し、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（当社グループの出資持分割合は38.4％）。

 ②　ファンド連結による影響

　キャピタルパートナー・一号及び二号ファンドを連結することにより、当社グループ外部出資者のファンド持分

も当社グループの連結財務諸表に反映させることになりますので、当中間連結財務諸表（特に中間連結貸借対照表）

は対前年同期比大きく変動しております。

 　 上記両ファンドを連結したことによる当中間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９月中間期（要約）比較中間連結貸借対照表

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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） 6,540 13,226 6,686

 固定資産    

 　有形固定資産　　　　　（注２） 178 1,155 976

 　無形固定資産 13 13 －

 　投資その他の資産　　　（注３） 2,606 807 △1,798

 　繰延資産 35 35 －

 資産合計 9,374 15,239 5,864

 流動負債　　　　　　　　 1,716 1,696 △19

 固定負債　　　　　　　　（注４） 2,175 3,162 987

 株主資本及び評価・換算差額等合計

　　　　　　　　　　　　 （注５）
5,477 5,480 3

 少数株主持分　　　　　　（注６） 4 4,898 4,893

 負債純資産合計 9,374 15,239 5,864

（注１） 流動資産の増加要因

　　・現金及び預金の増加671百万円

 　 ・営業投資有価証券の増加3,910百万円

    ・営業貸付金の増加2,079百万円

     （注２） 有形固定資産の増加要因

　　　　　　　・キャピタルパートナー・二号ファンド投資先企業での企業再生コンサルティングの一環としての工場の

　　　　　　　　取得による増加976百万円

 　　（注３） 投資その他の資産の減少要因

　　  　　    ・投資有価証券の減少1,837百万円：山田ＭＴＳキャピタル㈱以外の当社グループからのファンド出資残

　　　　　　　　高をファンドの受入出資金（資本金）と相殺

     （注４） 固定負債の増加要因

　　     　　 ・キャピタルパートナー・二号ファンド投資先企業での企業再生コンサルティングの一環としての工場の

　　　　　　　  取得のための長期借入金987百万円

 　　（注５） 自己資本比率

　　　　　　　・ファンド連結前自己資本比率58.4％→ファンド連結後自己資本比率35.9％

 　　（注６） 少数株主持分の増加要因

　     　　　 ・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
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  　(ロ)平成18年９月中間期（要約）比較中間連結損益計算書

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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

　 売上高 2,292 2,664 372

　 売上原価 413 909 496

 　売上総利益 1,879 1,755 △124

 　販売費及び一般管理費 1,233 1,274 41

 　営業利益 645 480 △165

 　営業外損益 △20 55 75

経常利益及び税金等調整前中間純
利益

625 535 △90

 　法人税等税金費用 283 283 0

 少数株主損益（損失△） 1 △88 △89

   中間純利益 341 340 △1

 

 　　(ハ)平成18年９月中間期（要約）比較中間連結キャッシュ・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） △239 △2,857 △2,617

 投資活動によるキャッシュ・フロー  （注２） △194 △961 △767

 財務活動によるキャッシュ・フロー  （注３） △2 1,912 1,914

 現金及び現金同等物の期末残高      （注４） 3,577 4,249 671

 　　 （注１）営業活動によるキャッシュ・フローの主な減少要因

　　　　　　　・当中間連結会計期間での営業投資有価証券の増加額△1,555百万円

　　　　　　　・当中間連結会計期間での営業貸付金の増加額△1,169百万円

　    （注２）投資活動によるキャッシュ・フローの主な減少要因

　　　　　　　・キャピタルパートナー・二号ファンド投資先企業での企業再コンサルティングの一環としての工場取得

　　　　　　　　支出994百万円

　    （注３）財務活動によるキャッシュ・フローの主な増加要因

　　　　　　　・キャピタルパートナー・二号ファンド投資先企業での企業再生コンサルティングの一環としての工場取

　　

　　　　　　　　得のための長期借入金収入987百万円

　　　　　　　・少数株主（キャピタルパートナー・二号ファンドへの当社グループ外部出資者）からの出資受入れよる

　　　　　　　　収入1,210,000千円

　    （注４）ファンドを連結したことに伴い、ファンドの現金預金残高671百万円を現金及び現金同等物の期末残高に

　　　　　　　加えています。
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 ③　当中間連結会計期間の概況

　コンサルティング事業につきましては、引き続き堅調な受注状況に支えられ、順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、キャピタルパートナー・二号ファンドの投資案件の発掘活動に注力し、平成

18年９月末段階で、６件、総額5,872百万円を投資実行いたしました。

　教育研修事業につきましては、法人マーケットが順調であることから、順調な業績を確保することができました。

　これらの結果、売上高2,664,800千円（前中間連結会計期間比46.5ポイント増）、営業利益480,339千円（同15.8

ポイント増）、経常利益535,510千円（同38.6ポイント増）、税金等調整前中間純利益535,510千円（同39.0ポイン

ト増）、中間純利益340,115千円（同53.5ポイント増）と増収・増益になりました。

　当中間連結会計期間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㈱、不動

産コンサルティングのＴＦＰ不動産コンサルティング㈱及び株式公開コンサルティングのＴＦＰビジネスソリュー

ション㈱の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、順調な業績を確保することができました。

　　このような状況のもと、当中間連結会計期間におけるコンサルティング事業の業績は、売上高1,602,669千円

（同21.0ポイント増）、営業利益481,657千円（同30.1ポイント増）と増収・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、キャピタルパートナー・二号ファンドの投資案件の発掘活動に注力し、平

成18年９月末段階で、６件、総額5,872百万円を投資実行いたしました。

　また、キャピタルパートナー・一号ファンド投資先企業１社の売却が完了しておりますが、若干のキャピタル

ロスが生じました。

　このような状況のもと、当中間連結会計期間における投資ファンド事業の業績は、売上高513,503千円、営業損

失154,312千円となりました。

　（注）投資ファンド事業は、キャピタルパートナー・一号及び二号ファンド連結の影響により前連結会計期間比

大きく変動しているため、前中間連結会計期間比は記載しておりません。

（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ＡＦＰ（ＦＰ技能士２級）資格取得講座の販

売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実務研修の受注・販売が順調に伸びたことを主

因に、順調な業績を確保することができました。

　このような状況のもと、当中間連結会計期間における教育研修事業の業績は、売上高578,313千円（同24.9ポイ

ント増）、営業利益152,457千円（同155.1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29,686千円（コンサルティング事業28,565千円、

教育研修事業1,121千円）が含まれております。
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(2）キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における営業活動、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、税金等調整前中間純利益が535,510千円（前中間連結会計期間比

39.0ポイント増）と高水準だったこと、少数株主（当社グループ外部のファンド組合員）からの出資受入れによる収

入が1,210,000千円、長期借入れによる収入が987,577千円、社債の発行による収入が489,208千円あったこと等、資金

増加要因がありましたが、営業投資有価証券の増加が2,035,473千円、営業貸付金の増加が1,169,131千円、有形固定

資産の取得による支出が1,002,333千円、長期・短期借入金の返済による支出が352,500千円あったこと等から1,906,627

千円の資金減（前中間連結会計期間は650,679千円の資金増）となりました。その結果、当中間連結会計期間の資金残

高は、4,249,230千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、2,857,477千円（前中間連結会計期間は723,481千円の資

金減）となりました。

　これは、当中間連結会計期間の業績が順調に推移し、税金等調整前中間純利益が535,510千円（前中間連結会計期間

比39.0ポイント増）となったこと、売上債権の減少173,878千円等の資金増加要因があったものの、営業投資有価証券

の増加2,035,473千円（主としてキャピタルパートナー・二号ファンドでの投資実行）、営業貸付金の増加1,169,131

千円（キャピタルパートナー・二号ファンド投資先及び投資予定先への貸付け）、法人税等の支払額329,332千円等の

資金減少要因があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、961,491千円（前中間連結会計期間は1,379,133千円の

資金減）となりました。

　これは、有形固定資産の取得による支出1,002,333千円（主としてキャピタルパートナー・二号ファンド投資先企業

での企業再生コンサルティングの一環としての工場の取得）があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、1,912,340千円（前中間連結会計期間は2,753,293千円

の資金増）となりました。

　これは、長期・短期借入金の返済支出352,500千円、少数株主への分配金の支払額310,157千円（主としてキャピタ

ルパートナー・一号ファンドでの投資先企業売却に伴う当社グループ外部出資者への分配金）があった一方で、少数

株主からの出資受入れよる収入1,210,000千円（キャピタルパートナー・二号ファンドへの当社グループ外部出資者か

らの出資金受入額）、長期借入れによる収入987,577千円（キャピタルパートナー・二号ファンド投資先企業での企業

再生コンサルティングの一環としての工場取得のための資金調達）、社債の発行による収入489,208千円があったこと

等によるものであります。
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（キャッシュ・フロー指標のトレンド）

平成16年９月期 平成17年３月期 平成17年９月期 平成18年３月期 平成18年９月期

自己資本比率（％） 75.7 71.9 42.1 41.1 35.9

債務償還年数（年） 6.4 0.6 － 2.9 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
18.7 89.8 － 32.6 －

　（注）　自己資本比率：（純資産－新株予約権－少数株主持分）／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

 ※キャピタルパートナー・一号及び二号ファンドを連結しなかった場合の自己資本比率は58.4％であります。

※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。

※平成17年９月期及び平成18年９月期につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還

年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの記載を省略しております。
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(3）当社グループ各社における当中間連結会計期間の状況及び平成18年度通期見込み

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㈱

　当中間連結会計期間は、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

順調であったことから前年同期比増収・増益となりました。

　当期（通期）につきましては、引き続き順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。引き続きターンアラウンドコンサルティング対応体制をより一層強化するとともに事業承継ニーズや病院の

経営改善ニーズの高まりを感じる環境からこの点についても強化してまいります。

そして更なるコンサルメニューの拡充を図り、中堅・中小企業はもとより大学、独立行政法人、企業再生ファン

ド等の新規顧客先の開拓を積極的に展開してまいります。

・ＴＦＰ不動産コンサルティング㈱

　当中間連結会計期間は、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

期比増収増益となりました。

　また底地を主体とした不動産ファンド事業では、昨年７月に立ち上げた二号ファンド（総額２億３千万円）の

運用期間が本年６月末に終了し、最終配当利回りで約20％の運用成果をあげることができました。

　当期（通期）につきましては、不動産仲介を中心とした仕込案件を確実に受注することにより、順調な業績を

確保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事業につきましては優良な投資物件の発掘に注力し、三号ファンドの早期組

成を目指してまいります。

・ＴＦＰビジネスソリューション㈱

　当中間連結会計期間は、大型案件の受注及び新規先を中心に顧客数が大幅に増加したことから、前年同期比大

幅な増収・増益となりました。

「信頼できる第三者評価機関」としてバリュエーション業務の受注状況が順調に推移し、売上構成の70％を占め

る存在になりました。従来から取組んでまいりました未公開企業向けの「オプション評価業務(時価発行)」、上

場企業に対する「ストックオプション費用計上対応業務」及びＭ＆Ａ(組織再編等)に伴う「株価評価業務」が大

幅に増加したことによります。これは、営業拠点の強化を図るべく戦略的に取組んでまいりました有力機関との

タイアップによる「お客様向けセミナー(公開・未公開企業向け)」、証券会社・金融機関等との勉強会を繰り返

し実施してきたことによる「口コミによる紹介」等により知名度の向上を図ることができたためであると考えて

おります。

　当期(通期)につきましては、引き続き下半期の受注も好調に推移しており、より付加価値の高い役務提供の受

注とリピートによる基盤の強化に取組むことで当初計画を大幅に上回るものと見込んでおります。

・㈱オーナー企業総合研究所

　当中間連結会計期間は、売上・利益ともに概ね当初計画通りの水準で推移しました。

　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

においては多方面からの案件紹介を受け、引き続き案件受注が極めて順調に推移しました。またＭ＆Ａ・ＭＢＯ・

企業再生に関するアドバイザリー業務につきましても積極的な営業展開をしておりますが、契約締結が下半期に

ずれ込んだため、上半期での売上実現はなりませんでした。

　株式上場を実現したオーナー企業に対するＩＲサポートコンサルティングに関しては、上半期に従来から求め

ていた専門人材が複数人採用できたことから上場準備室アウトソース事業と緊密な連携を行い、当年度中の案件

受注を目指します。

　当社の重要な経営課題である組織基盤の安定化については、当中間連結会計期間に上述したように複数人の人

材を採用することができたことから、今後はＯＪＴによる現場教育を実現することにより、もう一段の組織全体

のレベルアップを目指します。

当社のブランド力向上のために引き続き出版及び雑誌への寄稿に力を入れていくとともに、セミナー活動も実施

してまいります。

・山田ファイナンシャルサービス㈱

　当中間連結会計期間は、営業拠点の開拓・新規受注活動に注力してまいりました。

　当期（通期）につきましては、当社グループ内のネットワークを活用した営業活動に加え、新たなネットワー

クでの営業受注活動を軌道に乗せることにより、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㈱

　当中間連結会計期間は、キャピタルパートナー・二号ファンドの投資案件の発掘活動に注力してまいりました。

平成18年９月末段階で、６件、総額5,872百万円を投資実行しております。現在、数件の投資案件について投資検

討中であり年度内での投資完了を予定しております。

　また、上半期中にキャピタルパートナー・一号ファンド投資先企業１社の売却が完了しておりますが、若干の

キャピタルロスが生じております。

　当期（通期）につきましては、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するとともに投資先企業の企業価値向上を支援する活動

にも注力してまいります。キャピタルパートナー・二号ファンドでの投資が完了次第、第三号ファンドの立ち上

げ準備を開始し、早期組成を目指してまいります。

・山田プリンシパルインベストメント㈱

　当中間連結会計期間では投資実行しておりませんが、今後も主として上場準備室アウトソース事業・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

　当中間連結会計期間は、法人マーケットにおいて主力商品ＡＦＰ（ＦＰ技能士２級）資格取得講座の販売及び

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オーダーメード型実務研修の受注・販売が順調に伸び

たことを主因に、前年同期間比増収・増益となりました。

　ＡＦＰ（ＦＰ技能士２級）資格取得講座の受講生数は、個人マーケットでは底打感はあるものの今一つ盛り上

がりに欠けたまま推移しましたが、法人マーケットでの伸びが堅調であったために全体では前年同期間比増加い

たしました。

　当期(通期）につきましては、法人・個人両マーケットでＦＰ取得講座の拡販に努めると共に、金融機関を主体

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実務研修ニーズを引続き確実に捉えることにより計

画を上回る業績の確保を目指してまいります。

・㈱ＴＦＰ・Ｗｅｂ

　当中間連結会計期間は、業績は堅調に推移しました。インターネットによるＦＰ総合情報サービス（商品名：

PowerFP）は、新たな法人契約(銀行・証券)により契約ＩＤ数が増えております。

　金融機関のリテール戦略におけるコンサルティング営業ツールのニーズは大きく、また、法律改正等の情報提

供ニーズ・コンサルティングニーズは高いことから、当期（通期）の業績は順調に推移するものと見込んでおり

ます。

(4）平成18年度の通期業績見通し

　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各社とも安定したコ

ンサルティングニーズが見込まれることから、順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。

　投資ファンド事業は、引き続きキャピタルパートナー・二号ファンドでの投資案件の発掘に注力し、年内での投

資完了、そして第三号ファンドの早期組成を目指してまいります。

　教育研修事業は、法人マーケットを中心に売上規模の拡大を図り、順調な業績を確保していくものと見込んでお

ります。

　加えて、投資ファンド事業及びコンサルティング事業で合せて数件のキャピタルゲイン等を伴う大型案件が、現

在仕掛中であり、このうち１、２件は下半期中での実現可能性があると期待しております。

　以上から、平成18年度における通期連結業績見通しは、当初公表数値（平成18年５月９日公表）である、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850百万円を達成できると見込んでおります。

平成18年度の通期連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

通　期

（平成18年５月９日公表）
4,600 1,450 850
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 (4）事業等のリスク

 　当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間決算短信提出日現在において当社グループが判断したものであります。

①　コンサルティング事業における人材の確保及び育成

　当社グループのコンサルティング事業においては、その性質上、事業拡大に応じてコンサルタントの増員を図る必

要があります。当社グループでは企業再生コンサルティング事業を中心に、各分野での豊富な経験を持つ優秀な人材

を積極的に採用し、かつ幅広い視野をもつコンサルタント育成のために新卒採用も行い、社内教育プログラムを充実

させることにより人材の確保及び育成を行っております。

　今後も優秀な人材を積極的に採用・育成していく方針でありますが、当社グループの求める人材の確保が図れない

場合は、コンサルティング事業拡大の制約となる可能性があります。

 ②　業績変動リスクについて

　当社グループは上場準備企業に対する株式公開コンサルティングを行っておりますが、その報酬として当該企業の

ストックオプションを受領しております。その場合、コンサルティング先の株式上場実現時点で、その株価を基準に

して受領したストックオプションの評価を行いコンサルティング報酬として売上計上することになります。

　しかし、最終的な収入額は、ストックオプションを権利行使し、株式を実際に市場等で売却することにより確定す

るものであるため、株式市場における市況低迷、或いは株式上場後一定期間保有を約する契約（いわゆるロックアッ

プ契約）等により、当初予想していた価格やタイミングで売却できない場合には当初見込んでいなかったキャピタル

ロスが生じ、業績に影響を与える可能性があります。　

③　投資ファンド（投資事業有限責任組合）への出資

　当社グループでは、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・一号及び二号ファンド

への自己投資を行っております。当社グループでは今後も投資ファンド事業を更に拡充する計画であります。

出資先である投資ファンドの今後の運用実績または投資先企業の売却のタイミングによっては、当社グループの業績

に大きな影響を与える可能性があります。

④　金利動向による影響

  当社グループは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っております。

  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

プからの出資約束額が47億円であり、その自己投資額の資金源泉として金融機関から多額の借入を実行しております。

これら金融機関からの借入には変動金利によるものも含まれており、将来の金利動向によっては、当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。

⑤　教育研修事業の商品構成

　当中間連結会計期間においては、教育研修事業の売上高のうちＡＦＰ資格取得講座を中心としたＦＰ資格取得講座

関連売上高が約７割を占めております。

すなわち、教育研修事業においてはＦＰ資格取得講座関連売上高への依存度が高いため、今後のＦＰ資格取得マー

ケット全体の動向、競合他社の動向により、業績に大きな影響を与える可能性があります。

⑥　教育訓練給付金制度

　平成15年４月に教育訓練給付金制度が改正され受講費用の本人負担額が増加したことから、当社グループの教育研

修事業の主力商品であるＡＦＰ資格取得講座においては、受講生の申込講座が低価格商品へと移行いたしました。

　当中間連結会計期間において教育訓練給付金を利用した講座売上高は56百万円であり、今後、もし教育訓練給付金

制度が廃止された場合には、中間連結会計期間においては最大56百万円程度の売上高の減少が生じるおそれがありま

す。

⑦　個人情報保護法について

　当社グループは事業の性格上、顧客の機密情報や個人情報を取り扱う場合があります。そのため、コンプライアン

ス委員会の主導により、グループ各社においてプライバシーポリシー、セキュリティポリシーを制定するとともに役

職員に対する研修会等の実施により、情報管理には細心の注意を払い、社内管理の徹底を図っておりますが、万一、

何らかの事情でこれらの情報が外部に漏洩した場合には、社会的信用の低下等により当社グループの業績に悪影響を

及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(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）

前連結会計年度の
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 1,712,144 4,069,197 6,012,421

２．受取手形及び売掛金 330,629 377,742 551,621

３．営業投資有価証券 1,105,184 6,274,942 3,529,385

４．営業貸付金 － 2,079,131 910,000

５．有価証券 3,348 190,033 100,000

６．たな卸資産 24,402 30,546 22,426

７．繰延税金資産 38,143 62,247 49,965

８．その他 101,188 150,029 88,115

貸倒引当金 △3,650 △7,116 △6,716

流動資産合計 3,311,390 53.5 13,226,753 86.8 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 ※1,2 118,040 344,455 87,059

(2)機械装置及び運搬具 ※1,2 － 477,910 －

(3)工具器具及び備品 ※1,2 33,403 32,187 34,501

(4)土地 　※2 61,900 213,345 300,974 1,155,527 61,359 182,920

２．無形固定資産

(1）連結調整勘定 66 － 2,831

(2）のれん  － 2,750 －

(3）ソフトウェア 13,980 8,685 10,514

(4）電話加入権 1,683 2,103 2,103

(5）その他 223 15,953 184 13,724 204 15,653

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,302,228 469,953 870,818

(2）敷金・保証金 123,204 137,616 123,424

(3）繰延税金資産 7,631 21,121 16,700

(4）その他 205,364 194,677 346,007

貸倒引当金 △15,815 2,622,613 △15,831 807,537 △15,831 1,341,119

固定資産合計 2,851,911 46.1 1,976,788 13.0 1,539,693 12.0

Ⅲ　繰延資産 24,164 0.4 35,478 0.2 33,812 0.3

資産合計 6,187,466 100.0 15,239,021 100.0 12,830,727 100.0

－ 15 －



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）

前連結会計年度の
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．支払手形及び買掛金 35,798 41,686 54,368

２．短期借入金 1,420,000 907,500 1,260,000

３．一年以内償還予定社債 － 180,000 80,000

４．未払法人税等 159,517 301,245 333,404

５．前受金 66,263 63,553 33,988

６．賞与引当金 33,238 43,406 36,305

７．返品調整引当金 4,058 1,927 1,016

８．その他 ※３ 118,240 157,208 334,476

流動負債合計 1,837,117 29.7 1,696,527 11.1 2,133,560 16.6

Ⅱ　固定負債

１．社債  600,000 1,080,000 720,000

２．長期借入金  ※２ 1,010,000 1,987,577 1,000,000

３．繰延税金負債 93,289 54,547 96,399

４．その他 41,043 40,831 40,835

固定負債合計 1,744,333 28.2 3,162,957 20.8 1,857,235 14.5

負債合計 3,581,450 57.9 4,859,485 31.9 3,990,796 31.1

（少数株主持分）

少数株主持分 3,513 0.0 － － 3,566,127 27.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 469,363 7.6 － － 1,599,538 12.4

Ⅱ　資本剰余金 392,638 6.3 － － 1,523,804 11.9

Ⅲ　利益剰余金 1,644,946 26.6 － － 2,035,351 15.9

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

133,252 2.2 － － 146,267 1.1

Ⅴ　自己株式 △37,696 △0.6 － － △31,157 △0.2

資本合計 2,602,503 42.1 － － 5,273,804 41.1

負債、少数株主持分及び
資本合計

6,187,466 100.0 － － 12,830,727 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 － － 1,599,538 10.5 － －

　２　資本剰余金 － － 1,524,231 10.0 － －

　３　利益剰余金 － － 2,306,793 15.1 － －

　４　自己株式 － － △30,003 △0.2 － －

 　　株主資本合計 － － 5,400,559 35.4 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

　１　その他有価証券評価差
額金

－ － 80,410 0.5 － －

 　評価・換算差額等合計 － － 80,410 0.5 － －

Ⅲ　少数株主持分 － － 4,898,565 32.2 － －

純資産合計 － － 10,379,536 68.1 － －

負債純資産合計 － － 15,239,021 100.0 － －

－ 16 －



(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）

前連結会計年度の
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　売上高 1,817,937 100.0 2,664,800 100.0 4,126,622 100.0

Ⅱ　売上原価 402,001 22.1 908,560 34.1 810,789 19.6

差引 1,415,935 77.9 1,756,240 65.9 3,315,832 80.4

　　返品調整引当金戻入益 2,873 0.1 1,016 0.0 2,873 0.0

　　返品調整引当金繰入額 4,058 0.2 1,927 0.0 1,016 0.0

売上総利益 1,414,750 77.8 1,755,329 65.9 3,317,689 80.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※ 1,000,246 55.0 1,274,990 47.9 2,219,756 53.8

営業利益 414,503 22.8 480,339 18.0 1,097,933 26.6

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,815 47,167 10,377

２．受取配当金 5,786 2,541 7,772

３．投資事業組合利益 － 52,506 32,469

４．受取手数料 3,312 － 19,595

５．その他 3,284 14,198 0.8 4,752 106,967 4.0 33,860 104,076 2.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 9,641 26,350 31,241

２．投資事業組合損失 17,563 － －

３．商品廃棄損 11,643 9,904 12,364

４．社債発行費償却 － 5,609 9,872

５．その他 3,502 42,350 2.3 9,933 51,797 1.9 33,855 87,333 2.1

経常利益 386,352 21.3 535,510 20.1 1,114,675 27.0

Ⅵ　特別損失

１．関係会社株式売却損 1,113 － 1,113

２．その他 － 1,113 0.1 － － － 38,055 39,168 0.9

税金等調整前中間(当
期)純利益

385,239 21.2 535,510 20.1 1,075,507 26.1

法人税、住民税及び
事業税

160,173 296,630 440,708

法人税等調整額 3,520 163,694 9.0 △12,671 283,959 10.7 △22,073 418,635 10.2

少数株主利益又は少
数株主損失(△)

－ － △88,565 △3.3 662 0.0

中間（当期）純利益 221,544 12.2 340,115 12.7 656,210 15.9

－ 17 －



(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

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
要約連結剰余金計算書

（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   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 4,280 4,280 5,271 1,135,446

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高   392,638  1,523,804

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,453,795  1,453,795

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間（当期）純利益  221,544 221,544 656,210 656,210

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  30,394 30,394 74,654 74,654

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   1,644,946  2,035,351

      

－ 18 －



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）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

1,599,538 1,523,804 2,035,351 △31,157 5,127,536

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注） － － △73,395 － △73,395

中間純利益 － － 340,115 － 340,115

自己株式の処分 － 427  － 1,153 1,581

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）

－ － － － － 

その他 － － 4,720 － 4,720

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　 （千円)

 － 427 271,441 1,153 273,022

平成18年９月30日　残高　
　　　　　　　　　 （千円）

1,599,538 1,524,231 2,306,793 △30,003 5,400,559

評価・換算差額等

少数株主

持分
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）　　
　　　

146,267 146,267 3,566,127 8,839,931

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注） － － － △73,395

中間純利益 － － － 340,115

自己株式の処分 － － － 1,581

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）

△65,856 △65,856 1,332,438 1,266,581

その他 － － － 4,720

中間連結会計期間中の変動額合計
　               （千円)

△65,856 △65,856 1,332,438 1,539,604

平成18年９月30日　残高 
                   （千円）

80,410 80,410 4,898,565 10,379,536

 （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。

－ 19 －



(4) 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）

前連結会計年度の要約連結
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

385,239 535,510 1,075,507

減価償却費 15,819 32,226 33,939

連結調整勘定償却額 10 － 79

のれん償却額 － 91 －

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

5,739 400 8,821

賞与引当金の増減額
（減少：△）

3,987 7,100 7,055

返品調整引当金の増減額
（減少：△）

1,185 910 △1,856

受取利息及び受取配当金 △7,602 △49,709 △18,150

支払利息 9,641 26,350 31,241

社債発行費償却額 690 5,609 9,872

投資事業組合損益 17,563 △52,506 △32,469

関係会社株式売却損 1,113 － 1,113

営業投資有価証券の増減額
（増加：△）

△1,096,184 △2,035,473 △68,500

営業貸付金の増減額
（増加：△） 

－ △1,169,131 －

売上債権の増減額
（増加：△）

264,429 173,878 31,436

たな卸資産の増減額
（増加：△）

2,712 △8,119 4,688

敷金・保証金の増減額
（増加：△）

△1,280 △14,191 △901

仕入債務の増減額
（減少：△）

△62,539 △12,682 △43,970

前受金の増減額
（減少：△）

△3,395 23,901 △54,072

その他の営業資産の増減額
（増加：△）

△38,185 78,636 38,711

その他の営業負債の増減額
（減少：△）

△66,297 △85,284 309,476

小計 △567,354 △2,542,483 1,332,024

利息及び配当金の受取額 7,572 40,328 15,024

利息の支払額 △10,732 △25,990 △32,289

法人税等の支払額 △152,966 △329,332 △259,793

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△723,481 △2,857,477 1,054,966

－ 20 －



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）

前連結会計年度の要約連結
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

有価証券の償還による収入 9 － 3,358

有形固定資産の取得による
支出

△5,806 △1,002,333 △22,012

無形固定資産の取得による
支出

△1,825 △973 △2,391

投資有価証券の取得による
支出

△1,389,760 △75,305 △13,118

投資有価証券からの分配に
よる収入

18,994 130,266 109,919

関係会社株式の売却による
収入

2,400 － 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 － － △1,098,200

貸付金の回収による収入 － － 1,098,200

その他投資による支出 △3,146 △13,146 △12,353

その他投資による収入 － － 115,672

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△1,379,133 △961,491 △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：△）

－ △342,500 1,022,000

短期借入れによる収入 1,300,000 － －

短期借入金の返済による支
出

△118,000 － －

長期借入れによる収入 1,000,000 987,577 1,000,000

長期借入金の返済による支
出

△10,000 △10,000 △20,000

社債の発行による収入 575,145 489,208 769,227

社債の償還による支出 － △40,000 －

少数株主からの出資受入れ
による収入 

－ 1,210,000 －

株式の発行による収入 － － 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 36,592 1,581 44,121

配当金の支払額 △30,443 △73,009 △74,399

少数株主への配当金の支払
額 

－ △360 －

少数株主への分配金の支払
額 

－ △310,157 －

財務活動によるキャッシュ・
フロー

2,753,293 1,912,340 4,979,455

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（減少額：△）

650,679 △1,906,627 5,050,957

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,061,464 6,112,422 1,061,464

Ⅵ　連結の範囲の変更に伴う現金
及び現金同等物の増加額

－ 43,436 －

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末(期末)残高

※ 1,712,144 4,249,230 6,112,422

－ 21 －



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 (1)子会社９社すべてを連結の範囲

に含めております。

(1)連結子会社の数　14社 (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

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㈱

  上記のうち、山田プリンシパル

インベストメント㈱

は、当中間連結会計期間において

新たに設立したため、連結の範囲

に含めております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結子会社の名称

㈱東京ファイナンシャルプラン

ナーズ

山田ファイナンシャルサービス㈱

（旧　㈱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㈱

㈱ＴＦＰ・Ｗｅｂ（旧　㈱ティー

エフピー・ウェブ）

ＴＦＰ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

 ㈲ＭＲＤ

 キャピタルパートナー・一号投資

事業有限責任組合

　㈲ＭＲＤは前連結会計年度に

おいて非連結子会社でありまし

たが、総資産、売上高、当期純

利益及び利益剰余金における重

要性が高まったため、当中間連

結会計期間より連結の範囲に含

めております。

（会計方針の変更）

当中間連結会計期間より、

「投資事業組合に対する支配力

基準及び影響力基準の適用に関

する実務上の取扱い」（実務対

応報告第20号　平成18年９月８

日）を適用しております。

 これに伴い、キャピタルパート

ナー・一号投資事業有限責任組

合は当中間連結会計期間より連

結の範囲に含めております。

  なお、この変更による影響は

次の通りです。

総資産　　　143,871千円増加

売上高　　　373,283千円増加

営業利益　　121,114千円減少

経常利益及び税金等調整前中間

純利益　　   91,112千円減少

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ＭＴ

Ｓ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)    ──────    

 

 

 

 

 

 

 

(2)    ──────    

 

 

 

 

 

 

 

(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。
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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．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

　連結子会社のうちキャピタルパー

トナー・一号投資事業有限責任組合、

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

組合の中間決算日は６月30日であり

ます。

中間連結財務諸表の作成に当たって

は、同中間決算日現在の中間財務諸

表を使用しております。ただし、７

月１日から中間連結決算日９月30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。

  連結子会社のうち㈲ＭＲＤの中間

決算日は11月30日であります。

中間連結財務諸表の作成に当たって

は、中間連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく中間財務諸表を使用

しております。

　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。

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

(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

(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

中間連結決算日の市場価格

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

中間連結決算日の市場価

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、売却原価は移

動平均法により算定)

その他有価証券

時価のあるもの

連結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)

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

時価のないもの

同左

②たな卸資産

商品

　先入先出法による原価法

②たな卸資産

商品 

　先入先出法による原価法

販売用不動産

　個別法による原価法

②たな卸資産

商品

　先入先出法による原価法

(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

定率法

　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）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（㈲ＭＲＤは定額法）

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）は定額法によっておりま

す。

  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　 8～50年

 機械装置及び運搬具　15年

 工具器具及び備品 4～20年　　

(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

  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

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

③長期前払費用

同左
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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

④少額減価償却資産

同左

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 　　

　 ①　　　────── 

 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 　　

　 ①新株発行費 

　平成18年３月31日以前に発

行した株式に係る新株発行費

は、３年間で均等償却してお

ります。

 (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。

　 ②社債発行費

  社債の償還までの期間にわた

り定額法により償却しておりま

す。

　なお、平成18年３月31日以

前に発行した社債に係る社債発

行費は、３年間で均等償却して

おります。

 （会計方針の変更）

  当中間連結会計期間より、「繰

延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（実務対応報告第19号　

平成18年８月11日）を適用してお

ります。

　これにより経常利益及び税金等

調整前中間純利益は、それぞれ

1,618千円増加しております。

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

(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

中間連結会計期間の負担額を計

上しております。

②賞与引当金

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。

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

③返品調整引当金

　同左

(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

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左
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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）

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

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出来ないた

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。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①退職年金制度

同左

(6）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

①退職年金制度

同左

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

②消費税等の会計処理方法

同左

４．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、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ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資としてお

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。

――――――

 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ――――――

　

 

 

 

 

 

 

 

（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より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は5,480,970千円であります。

　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いては、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、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。

（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。

――――――

 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　―――――――

 

 

 

 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準)

  当中間連結会計期間より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号　平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18

年５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）

（中間連結貸借対照表）

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、当中間連結

会計期間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、前中間連結会計期間まで

「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

中間連結会計期間より「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「投資有価証券」に含めて表示した投資

事業組合等への出資金は1,938,415千円であります。

（中間連結貸借対照表）

     前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記され

ていたものは、「のれん」と表示しております。

 

 　　 

２．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「出資金」（当

中間連結会計期間末の残高は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。

 

（中間連結損益計算書）

　「受取手数料」は、前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10を超え

たため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「受取手数料」の金額は876千円

であります。

（中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「受取手数料」（当

中間連結会計期間924千円）は、営業外収益の総額の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示することにしまし

た。

 

（中間連結キャッシュ・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、当中間連結会計

期間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、前中間連

結会計期間まで「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中間連結会計期間より「投資有価

証券の取得による支出」として表示することに変更しました。

なお、前中間連結会計期間の「出資金の払込による支出」

△109,747千円は全額が「投資有価証券の取得による支出」であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前中間連結会計期間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」（当中間連

結会計期間402,500千円）及び「短期借入金の返済による支出」（当

中間連結会計期間745,000千円）は、その大部分が借換による収入及

び支出であるため当中間連結会計期間より「短期借入金の純増減額」

として純額表示することにしました。

２．前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」として掲記

されていたものは「のれん償却額」として表示しております。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

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

　（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

192,160千円 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

134,690千円 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

109,621千円 

※２　　　　　　――――――

 

※２　担保資産

(1)工場財団抵当に供している資産 

 建物及び構築物 259,158千円

 機械装置 477,910千円

 土地 239,614千円

計 976,683千円 

※２　　　　　　――――――

 

  (2)工場財団抵当に対応する債務

 長期借入金 987,577千円

 

※３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※３　消費税等の取扱い

同左 

 

※３　　　　　　──────

（中間連結損益計算書関係）

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）

※　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。

※　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。

※　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 590,239千円

家賃管理費 76,214千円

賞与引当金繰入額 33,238千円

貸倒引当金繰入額 6,295千円

給与・賞与等 772,844千円

家賃管理費 75,594千円

賞与引当金繰入額 43,406千円

貸倒引当金繰入額   939千円

給与・賞与等 1,409,446千円

家賃管理費 148,393千円

賞与引当金繰入額 36,305千円

貸倒引当金繰入額 9,348千円
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（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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 49,740 － － 49,740

合計 49,740 － － 49,740

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 810 － 30 780

合計 810 － 30 780

 （注） 当中間連結会計期間における自己株式数の減少は、新株予約権の権利行使に伴う処分によるものであります。

 

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の　

目的となる　　

株式の種類

新株予約権の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 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

 提出会社

（親会社）

 第５回新株予約権（注）１  　普通株式 90 － 30 60 －

 第６回新株予約権  　普通株式 70 － － 70 －

 第７回新株予約権  　普通株式 30 － － 30 －

 第８回新株予約権  　普通株式 270 － － 270 －

 第９回新株予約権（注）２  　普通株式 288 － 8 280 －

 第10回新株予約権（注）３ 普通株式  　　　－ 59 － 59 －

 合計  － 748 59 38 769 －

（注）１．第５回新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるものであります。

２．第９回新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の失効によるものであります。

３．第10回新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（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23日

定時株主総会
普通株式 73,395 1,500  平成18年３月31日  平成18年６月26日

 

 （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末後となるもの

（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月16日

取締役会決議予定
普通株式 73,440 利益剰余金 1,500 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※　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

の金額との関係

※　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

の金額との関係

※　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

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,712,144千円

現金及び現金同等物 1,712,144千円

現金及び預金勘定 4,069,197千円

有価証券勘定に計上さ

れている公社債投資信

託

180,033千円

現金及び現金同等物 4,249,230千円

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

①　リース取引

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

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具及び
備品

9,110 2,884 6,225

合計 9,110 2,884 6,225

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具及び
備品

9,110 4,706 4,403

合計 9,110 4,706 4,403

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)

工具器具及び
備品

9,110 3,795 5,314

合計 9,110 3,795 5,314

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,759千円

１年超 4,844千円

合計 6,604千円

１年内      1,858千円

１年超      2,986千円

合計      4,844千円

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

(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 1,039千円

減価償却費相当額 911千円

支払利息相当額 194千円

支払リース料      1,039千円

減価償却費相当額    911千円

支払利息相当額    147千円

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

(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
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30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

取得原価(千円)
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

(1) 株式 32,377 213,385 181,008

(2) 債券

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 17,304 21,592 4,288

合計 49,681 234,977 185,296

（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41,244千円から繰延税金負債17,330千円

を差し引いた額23,914千円を「その他有価証券評価差額金」として計上しております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間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 3,348

社債 10,000

(2)その他有価証券

非上場株式 133,835

新株予約権 4,015

投資事業組合出資 2,964,584

匿名組合出資 60,000

当中間連結会計期間末（平成18年９月30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

取得原価(千円)
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

(1) 株式 22,608 149,612 127,003

(2) 債券

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 3,782 6,086 2,303

合計 26,391 155,698 129,306

（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6,322千円から繰延税金負債2,572千円を

差し引いた額3,750千円を「その他有価証券評価差額金」として計上しております。
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間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 10,000

社債 10,000

(2)その他有価証券

非上場株式 6,387,705

新株予約権 12,079

公社債投資信託 180,033

投資事業組合出資 179,412

（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42,932千円減損処理（全額を売上原価に計上）を行っております。

 

前連結会計年度末（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

取得原価(千円)
連結貸借対照表計上額
(千円)

差額(千円)

(1) 株式 22,608 231,831 209,222

(2) 債券

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 3,477 6,697 3,219

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．時価評価されていない主な有価証券の内容

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。
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③　デリバティブ取引

　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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　ストック・オプション等

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

－ 32 －



⑤　セグメント情報

ａ．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）

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）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,322,910 33,247 461,778 1,817,937 － 1,817,937

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,383 26,436 1,047 28,867 △28,867 －

計 1,324,294 59,684 462,826 1,846,804 △28,867 1,817,937

営業費用 954,247 49,320 403,081 1,406,648 △3,215 1,403,433

営業利益 370,047 10,364 59,744 440,155 △25,652 414,503

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）

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）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,574,104 513,503 577,192 2,664,800 － 2,664,800

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
28,565 － 1,121 29,686 △29,686 －

計 1,602,669 513,503 578,313 2,694,487 △29,686 2,664,800

営業費用 1,121,012 667,816 425,855 2,214,684 △30,223 2,184,461

営業利益 481,657 △154,312 152,457 479,802 537 480,339

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）

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）

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

　（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・運営及び投資活動

(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
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３．会計方針の変更（当中間会計期間）

「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「１．連結の範囲に関する事項」に記載の通

り当中間連結会計期間より「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告第20号　平成18年９月８日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合と比べて、「投資ファンド事業」の売上高が373,283千円、営業費用が494,398千円それぞれ増加して

おります。

ｂ．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）、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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）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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（１株当たり情報）

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）

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　117,600.71円 １株当たり純資産額　 111,947.91円 １株当たり純資産額　 107,782.63円

１株当たり中間純利益 10,173.33円 １株当たり中間純利益   6,949.22円 １株当たり当期純利益  14,737.68円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

　　　　　　　　　　9,936.52円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

　　　　　　　　     6,889.95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　 95,476.14円 １株当たり純資産額　  58,800.35円 １株当たり純資産額　  53,463.10円

１株当たり中間純利益　6,598.52円 １株当たり中間純利益　 5,086.66円 １株当たり当期純利益　 9,130.43円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

　　　　　　　　　　6,462.24円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

　　　　　　　　　　 4,968.26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は、以下の通り

であります。

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株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益（千円） 221,544 340,115 656,210

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
221,544 340,115 656,210

期中平均株式数（株） 21,777 48,943 44,526

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 519 421 725

（うち新株予約権） (513) (421) (719)

（うち自己株式譲渡方式によるストッ

クオプション）
(6) (0) (6)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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149株）

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59株）

 　　――――
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（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）

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）

株式の分割

　平成17年８月18日開催の当社取締役

会において、次のように株式の分割を

行うことを決議しました。

１．平成17年11月18日付をもって普通

株式１株につき２株に分割します。

――――― ―――――

(1)分割により増加する株式数

普通株式　　22,620株

(2)分割方法

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又は記録

された株主の所有株式数を１株に

つき２株の割合をもって分割しま

す。

２．配当起算日

平成17年10月１日

３．会社が発行する株式数の増加

平成17年11月18日付をもって当社

定款第５条を変更し、発行する株

式の総数を78,500株増加させ

157,000株とします。

  

　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及

び前連結会計年度における１株当たり

情報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間連結会計期間における

１株当たり情報は、それぞれ以下の通

りとなります。

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

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

47,738.07円 58,800.35円 53,463.10円

１株当たり
中間純利益

１株当たり
中間純利益

１株当たり
当期純利益

3,299.26円 5,086.66円 9,130.43円

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益

3,231.12円 4,968.26円 8,965.76円
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