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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(1) 連結経営成績(累計)
(％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 28 （△44.2） △439 （―） △452 （―） △191 （―）

20年３月期第１四半期 50 （―） △723 （―） △733 （―） △111 （―）

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

21年３月期第１四半期 △5,916 98 ―

20年３月期第１四半期 △3,442 56 ―

　(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

21年３月期第１四半期 19,805 17,236 7.8 47,498 93

20年３月期 20,230 17,520 8.5 53,412 19
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 1,536百万円 　 20年３月期 1,727百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

　20年３月期 ― ― ― ― 0 00

　21年３月期 ― ――― ――― ―――
0 00

　21年３月期(予想) ――― ― ― ―
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

　 当社は、その事業特性から株式市場の影響を強く受け、また投資損失引当金繰入額・強制評価損等が業績
に与える影響が大きいため、業績予想を合理的に行うことは困難であります。したがって、業績予想は行わ
ず、決算後可能な限り迅速な開示をすることといたします。
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4. その他

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(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）

21年３月期第１四半期 32,357株 20年３月期 32,357株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 　 12株 20年３月期 　 12株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 32,345株 20年３月期第１四半期 32,343株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社（8462）平成21年３月期 第１四半期決算短信

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰や米国経済の減速により、企業部門

の輸出の落ち込みや個人消費の足踏みが見られ、景気の先行きへの警戒感が強まっております。

　株式市場におきましては、未だ軟調な状況が続いております。新規上場市場につきましても、この

軟調な市場環境のほか、2009年１月に実施予定の株券電子化による影響を受けております。当第１四

半期における新規上場企業数は３社（前年同期30社）と激減しており、今年度の見通しにおいても昨

年度に比べ大幅に減少するものと想定されます。

　このような背景の中、当社は「市場環境の影響を抑えた収益の確保」を当期の最重要課題とし、業

務を展開してまいりました。

　投資先企業につきましては、上場の準備が順調に進んでいる企業もあるものの、前述の上場環境が

影響し、今期中の上場が可能な企業は限られるものと想定されます。そのため、未上場段階でのＭ＆

Ａ等を含めたＥＸＩＴ（売却）の幅を広めるよう活動しております。新規の投資活動に関しては、ベ

ンチャー・中小企業の資金需要は旺盛にあるものの、景況の不透明感によるリスク増大に見合うリタ

ーンの見極めを厳格に行っております。その結果、当第１四半期においては、８社、296百万円(前年

同期17社、979百万円）の投資となりました。

　ベンチャーファンドの設立及び募集につきましては、機関投資家の投資マインドは依然として冷え

込んでいるものの、底堅いニーズのある地方自治体等と連携した地域型ファンドを中心に組成のため

の活動を続けております。

　コンサルティング業務に関しましては、市場環境に左右されない収益源として今期から注力を行っ

ている業務の一つです。当第１四半期においては新規顧客の獲得等を行いました。第２四半期以降、

売上の拡大を図ります。

　これら業務を推進する一方で、経営環境の悪化に対応すべく、より一層の販売管理費等経費の削減

にも取り組んでおります。

　以上の結果、当第１四半期における経営成績は、売上高は28百万円（前年同期50百万円）となりま

した。また経常損失は452百万円（前年同期733百万円）となり、四半期純損失は191百万円（前年同

期111百万円）となりました。
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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社（8462）平成21年３月期 第１四半期決算短信

＜営業投資有価証券売上高＞

　当第１四半期連結累計期間における営業投資有価証券売上高は、株式の売却等により、11,928百万円となり

ました。

（営業投資関連損益の状況）

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 (自 平成19年４月１日

　至 平成20年６月30日) 　至 平成19年６月30日)

営業投資有価証券売上高 11,928 29,546

営業投資有価証券売却額 （上場） ― 15,894

営業投資有価証券売却額 （未上場） 7,042 750

営業投資有価証券利息・配当金 4,886 12,901

営業投資有価証券売上原価 160,866 44,313

営業投資有価証券売却原価 （上場） ― 8,952

営業投資有価証券売却原価 （未上場） 71,000 ―

減損等 89,866 35,361

投資損失引当金繰入額 113,602 334,578

営業投資関連損失 262,541 349,345

＜コンサルティング業務＞

　当第１四半期連結累計期間におけるコンサルティング業務による売上高は、12,301百万円となりました。こ

れは主に、他社が運営するファンドに対する投資顧問契約に基づく投資助言業務などによって構成されており

ます。

（営業収益の内訳）

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 (自 平成19年４月１日

　至 平成20年６月30日) 　至 平成19年６月30日)

金 額 比 率(％) 金 額 比 率(％)

営業投資有価証券売上高 11,928 42.4 29,546 58.5

コンサルティング業務 12,301 43.7 18,968 37.6

そ の 他 3,912 13.9 1,952 3.9

合 計 28,141 100.0 50,467 100.0

― 4 ―

決算短信 2008年07月24日 13時24分 91562xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）



フューチャーベンチャーキャピタル株式会社（8462）平成21年３月期 第１四半期決算短信

＜投資事業組合等の状況＞ 

　当第１四半期連結会計期間末の当社が管理・運営する投資事業組合は28組合、32,058万円となりました。

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

投資事業組合出資金総額 (百万円) 32,058 32,058

投資事業組合数 (組合) 28 28

　（注）子ファンドは含めておりません。

①新規に設立した投資事業組合 

　当第１四半期連結累計期間において新規に設立した投資事業組合はありません。

②出資金総額が増加した投資事業組合 

　当第１四半期連結累計期間において出資金総額が増加した投資事業組合はありません。

③清算結了した投資事業組合 

  当第１四半期連結累計期間において、清算結了した投資事業組合はありません。
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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社（8462）平成21年３月期 第１四半期決算短信

＜投資の状況＞

  当第１四半期連結累計期間における当社の投資実行の状況は、８社、296百万円（前年同四半期連結累計期間

17社、979百万円）となり、前年同期に比べ９社、682百万円減少しております。当第１四半期連結会計期間末

における投資残高は219社、17,318百万円（前連結会計年度末219社、17,186百万円）となっております。

①証券種類別投資実行額

証 券 種 類

投資実行額

当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 (自 平成19年４月１日

　至 平成20年６月30日) 　至 平成19年６月30日)

金額(千円) 投資企業数(社) 金額(千円) 投資企業数(社)

株 式 296,910 8 909,567 16

社債等 ― ― 70,000 2

合 計 296,910 8 979,567 17

（注） 投資先企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。

②証券種類別投資残高

証 券 種 類

投資残高

当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末

　(平成20年６月30日) 　(平成20年３月31日)

金額(千円) 投資企業数(社) 金額(千円) 投資企業数(社)

株 式 16,562,720 214 16,392,992 215

社債等 755,648 27 793,048 28

合 計 17,318,368 219 17,186,040 219

（注） 投資先企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。

＜投資先企業の上場状況＞

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　当第１四半期連結累計期間において、上場した投資先企業はありません。
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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社（8462）平成21年３月期 第１四半期決算短信

2. 連結財政状態に関する定性的情報

　総資産については、当第１四半期連結会計期間末は、19,805百万円となりました。その内訳は流動資産

19,579百万円、固定資産226百万円です。

　また、負債については、当第１四半期連結会計期間末は2,569百万円となりました。

＜投資損失引当金＞

　当社は、投資先企業の実情を個別に勘案し投資損失引当金を計上しておりますが、当第１四半期連

結累計期間においては、投資損失引当金繰入額は113百万円（前年同四半期連結累計期間334百万

円）、当第１四半期連結会計期間末における投資損失引当金残高は3,224百万円（前連結会計年度末

3,110百万円）となりました。なお、投資損失引当金の戻入額と繰入額は相殺し、純額表示しており

ます。

　また、当第１四半期連結会計期間末における営業投資有価証券に対する投資損失引当金の割合は

18.6％（前連結会計年度末18.1％）となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

　当社は、業績予想は行いません。詳細は、１ページ「３. 平成21年３月期の連結業績予想」のとおりであり

ます。

4. その他

(1) 期中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)
       該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
       該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社（8462）平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,442,655 5,903,871

営業投資有価証券 17,318,368 17,186,040

投資損失引当金 △3,224,199 △3,110,596

その他 42,335 36,611

貸倒引当金 △57 △119

流動資産合計 19,579,103 20,015,806

固定資産

有形固定資産 26,096 23,950

無形固定資産 43,010 46,133

投資その他の資産 157,748 144,388

固定資産合計 226,855 214,472

資産合計 19,805,958 20,230,278

負債の部

流動負債

短期借入金 1,500,000 1,565,000

1年内返済予定の長期借入金 226,960 231,460

預り金 629,138 624,835

賞与引当金 8,678 27,853

その他 66,664 83,185

流動負債合計 2,431,441 2,532,334

固定負債

長期借入金 73,980 107,470

退職給付引当金 30,789 33,343

その他 33,605 36,894

固定負債合計 138,375 177,708

負債合計 2,569,816 2,710,043

純資産の部

株主資本

資本金 1,887,211 1,887,211

資本剰余金 601,661 601,661

利益剰余金 △954,112 △762,727

自己株式 △2,172 △2,172

株主資本合計 1,532,587 1,723,972

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,765 3,644

評価・換算差額等合計 3,765 3,644

少数株主持分 15,699,788 15,792,618

純資産合計 17,236,141 17,520,235

負債純資産合計 19,805,958 20,230,278
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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社（8462）平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高

営業投資有価証券売上高 11,928

コンサルティング収入 12,301

その他 3,912

売上高合計 28,141

売上原価

営業投資有価証券売上原価 160,866

投資損失引当金繰入額 113,602

その他 114,310

売上原価合計 388,780

売上総利益 △360,638

販売費及び一般管理費 78,830

営業利益 △439,468

営業外収益

受取利息及び配当金 110

講演料収入 493

その他 466

営業外収益合計 1,070

営業外費用

支払利息 14,136

その他 47

営業外費用合計 14,184

経常利益 △452,582

特別利益

貸倒引当金戻入額 118

特別利益合計 118

特別損失

事務所移転費用 2,045

特別損失合計 2,045

税金等調整前四半期純利益 △454,510

法人税、住民税及び事業税 3,094

法人税等調整額 22

法人税等合計 3,117

少数株主利益 △266,242

四半期純利益 △191,384
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

該当事項はありません。

― 10 ―
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「参考」

　（要約）前四半期連結損益計算書

　 （単位：千円）

科 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金 額

Ⅰ 売上高 50,467

Ⅱ 売上原価 677,218

　 売上総利損失 626,750

Ⅲ 販売費及び一般管理費 96,482

　 営業損失 723,233

Ⅳ 営業外収益 648

Ⅴ 営業外費用 11,050

　 経常損失 733,635

Ⅵ 特別利益 242

税金等調整前四半期純損失 733,393

法人税、住民税及び事業税 2,903

法人税等調整額 3

少数株主利益 △624,957

四半期純損失 111,343

― 11 ―
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＜参考情報：個別決算情報＞ 

 

 以下に記載されている個別決算数値は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。また、当事業年度より「四半期財務

諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第 14 号）を適用し、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 

１．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位 ：千円) 

 
当第１四半期会計期間末 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成 20 年６月 30 日） （平成 20 年３月 31 日） 

区   分 金    額   金    額 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金 819,680  1,110,310

２ 営業投資有価証券  2,911,993  2,900,978

３ 投資損失引当金 △573,828  △540,528

４  その他 146,943  364,277

貸倒引当金 △85  △147

流動資産合計 3,304,703  3,834,890

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産  26,096  23,950

２ 無形固定資産 43,010  46,133

３ 投資その他の資産 157,748  144,388

固定資産合計 226,855  214,472

資産合計 3,531,559  4,049,362

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

 １ 短期借入金 1,500,000  1,565,000

２ 1 年内返済予定の長期借入金 226,960  231,460

 ３ 賞与引当金 8,678  27,853

 ４ その他 122,418  400,029

 流動負債合計 1,858,057  2,224,342

Ⅱ 固定負債  

 １ 長期借入金  73,980  107,470

２ 退職給付引当金 30,789  33,343

 ３ その他 33,605  36,894

 固定負債合計 138,375  177,708

 負債合計 1,996,432  2,402,051

  



フューチャーベンチャーキャピタル㈱（8462）平成21年３月期 第１四半期決算短信 
【＜参考情報＞個別決算情報】 

- 13 - 

 

(単位 ：千円) 

 
当第１四半期会計期間末 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成 20 年６月 30 日） （平成 20 年３月 31 日） 

区   分 金    額   金    額 

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

 １ 資本金 1,887,211  1,887,211

 ２ 資本剰余金  

    資本準備金 601,661 601,661 

 資本剰余金合計 601,661  601,661

 ３ 利益剰余金  

    その他利益剰余金  

      繰越利益剰余金 △954,990 △843,033 

 利益剰余金合計 △954,990  △843,033

 ４ 自己株式 △2,172  △2,172

 株主資本合計 1,531,709  1,643,666

Ⅱ 評価・換算差額等  

   その他有価証券評価差額金 3,417  3,645

 評価・換算差額等合計 3,417  3,645

 純資産合計 1,535,126  1,647,311

 負債純資産合計 3,531,559  4,049,362
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 (2) 四半期損益計算書 

(単位：千円) 

 

当第１四半期累計期間 前第１四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日
 ） （自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日
 ） 

区   分 金      額 金      額 

Ⅰ 売上高 175,185  190,229

Ⅱ 売上原価 193,692  250,581

売上総利益 △18,506  △60,352

Ⅲ 販売費及び一般管理費 75,258  83,326

営業利益 △93,765  △143,679

Ⅳ 営業外収益 1,070  648

Ⅴ 営業外費用 14,184  11,050

  経常利益 △106,878  △154,081

Ⅵ 特別利益 61  203

Ⅶ 特別損失 2,045  ―

税引前四半期純利益 △108,862  △153,878

法人税、住民税及び事業税 3,094  2,903

四半期純利益 △111,956  △156,781
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２．その他の情報 

 

＜投資事業組合への出資金に係る会計処理＞ 

当社が管理・運営する投資事業組合への出資金に係る会計処理は、当社と決算日が異なる組合については、決算日における組

合の(中間)決算もしくは仮決算による財務諸表に基づいて、組合の資産、負債、収益及び費用を当社の出資持分割合に応じて計

上しております。 

当社の四半期貸借対照表及び四半期損益計算書で計上されております主な科目の内訳は次のとおりであります。 

 

(1) 四半期貸借対照表 

   投資事業組合で発生している額は次のとおりであります。 

    

現金及び預金 605,521 千円 

   （注）当社単体で保有している現金及び預金は 214,158 千円であります。 

営業投資有価証券 2,645,193 千円 

投資損失引当金 △561,828 千円 

 

(2) 四半期損益計算書 

   四半期損益計算書における営業損益を、投資事業組合で発生している損益と当社単体で発生している損益に分解いたしま

すと次のとおりであります。 

 

 

損益計算書上の科目 

当第１四半期累計期間 前第１四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日
 ） （自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日
 ）

金額 金額 

当社単体で発生している

損益 

投資事業組合等管理収入 158,291 千円 165,378 千円 

コンサルティング収入 12,301 千円 18,968 千円 

その他 2,958 千円 2,495 千円 

売上高合計 173,550 千円 186,842 千円 

資金原価 273 千円 373 千円 

その他 114,037 千円 141,087 千円 

売上原価合計 114,310 千円 141,461 千円 

売上総利益（△損失） 59,239 千円 45,380 千円 

販売費及び一般管理費 75,258 千円 83,326 千円 

営業利益（△損失） △16,018 千円 △37,945 千円 

投資事業組合で発生して

いる損益 

営業投資有価証券売上高 849 千円 1,895 千円 

その他 785 千円 1,490 千円 

売上高合計 1,635 千円 3,386 千円 

営業投資有価証券売上原価 21,854 千円 5,436 千円 

投資損失引当金繰入額 33,299 千円 3,383 千円 

その他 24,226 千円 100,299 千円 

売上原価合計 79,381 千円 109,120 千円 

売上総利益（△損失） △77,746 千円 △105,733 千円 

営業利益（△損失） △77,746 千円 △105,733 千円 
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