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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 1,554 ― △479 ― △509 ― △357 ―
20年3月期第1四半期 1,056 △10.8 137 △62.7 135 △68.0 19 △91.8

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 △7,352.81 ―
20年3月期第1四半期 406.37 404.68

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 5,723 3,447 50.2 59,122.99
20年3月期 7,691 4,319 42.3 66,928.73

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,874百万円 20年3月期  3,254百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

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 ― 2,000.00 ― 0.00 2,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

※当社は連結業績予想をレンジ形式で行っているため、２ページをご覧ください。  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

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  有  

（注）詳細は、６ページ「定性的情報・財務諸表等」の「４．その他（２）」をご参照ください。  

(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） 

（注）詳細は、６ページ「定性的情報・財務諸表等」の「４．その他（３）」をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．連結業績予想につきましては、当第１四半期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平
成20年８月７日）公表の「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 
２．２ページ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
により予想数値と異なる場合があります。特に投資ファンド事業での投資先企業の売却処分等が実現した場合には大きく変動する場合があります。なお、２ページに記載
した予想数値の前提条件その他の関連する事項については、４～６ページをご参照ください。 
 
３．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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  49,740株 20年3月期  49,740株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,120株 20年3月期  1,120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  48,620株 20年3月期第1四半期  48,560株

1



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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 　　　銭

第２四半期連結累計期間 2,800 － 上限　△170 － 上限　△250 － 上限　△30 － △617 03
下限　△300 － 下限　△380 － 下限　△80 － △1,645 41

通　期 5,800 1.7 上限　　 600 － 上限　　 450 － 上限    410 － 8,432 74
下限　   280 － 下限　   130 － 下限　   80 － 1,645 41

１株当たり当期純利益

（％表示は通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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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

　当社グループの当第１四半期（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）の連結業績は、売上高1,554,717千円

（前年同期比47.1％増）、営業損失479,829千円（前年同期は137,700千円の営業利益）、経常損失509,637千円（前

年同期は135,677千円の経常利益）、税金等調整前四半期純損失537,521千円（前年同期は15,677千円の税金等調整

前四半期純利益）、四半期純損失357,493千円（前年同期は19,733千円の四半期純利益）となりました。

　このような残念な結果になってしまいましたのは、キャピタルパートナー・一号ファンドにおいて投資先企業１

社の株式売却により309,333千円の株式売却益を計上できたものの、他方でキャピタルパートナー・二号ファンドの

投資先企業の１社が破産申立をするに至り、それを受けて最大投資損失等を903,926千円と見積り、同額の損失を計

上したことによるものであります。

　各セグメント別の業績概況は次のとおりであります。

 

（経営コンサルティング事業）

　経営コンサルティング事業の当第１四半期業績は、売上高698,486千円（前年同期比32.2％増）、営業利益164,705

千円（同45.0％増）となりました。　

　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り、その加工作業

も順調に進んでいることによります。

 

（不動産コンサルティング事業）

　不動産コンサルティング事業の当第１四半期業績は、売上高83,860千円（前年同期比50.9％減）、営業損失14,238

千円（前年同期は62,892千円の営業利益）となりました。

　当第１四半期はコンサルティング案件の受注活動に注力していたため前年同期比減収減益となっておりますが、

第２四半期には大型案件の売上実現が見込まれ、第２四半期累計期間（中間期）においては相応の利益を計上でき

るものと見込んでおります。

　ただし通期業績につきましては、不動産市況が大幅に悪化していることから楽観視できないものと考えておりま

す。

 

（資本・株式・株主に関するコンサルティング事業）

　資本・株式・株主に関するコンサルティング事業の当第１四半期業績は、売上高118,585千円（前年同期比8.3％

増）、営業損失5,200千円（前年同期は46,658千円の営業損失）となりました。

　当第１四半期は、資本市場の急速な減速に対応するために高コスト体質を見直し、大型の成功報酬型ビジネスか

ら中小型の安定収益ビジネスを中心とするビジネスモデルへの転換に取り組んでおり、その結果業績は営業赤字で

はありますが概ね計画どおりに推移いたしました。

 

（投資ファンド事業）

　投資ファンド事業の当第１四半期業績は、売上高445,819千円（前年同期は36,784千円の売上高）、営業損失

648,051千円（前年同期は24,757千円の営業損失）となりました。

　キャピタルパートナー・一号ファンド投資先企業１社の株式売却により309,333千円の株式売却益を計上いたしま

したが、キャピタルパートナー・二号ファンド投資先企業１社において破産申立が行われるに至ったため、株式評

価損・貸倒引当金を合計903,926千円計上し大幅な営業損失となりました。

 

（ＦＰ関連事業）

　ＦＰ関連事業の当第１四半期業績は、売上高218,348千円（前年同期比5.1％減）、営業利益22,714千円（同

30.2％減）となりました。

　ＦＰ教育研修事業につきましては、個人マーケットでの主力商品ＡＦＰ（２級ＦＰ技能士）資格取得講座の売上

低調と前年同期間に大口受注・売上実現があった企業実務研修の反動落ち込みの影響を、法人マーケットにおける

ＡＦＰ（２級ＦＰ技能士）資格取得講座の拡販で相当カバーしたものの全体では若干の減収減益となりました。

　保険コンサルティング事業につきましては、当第１四半期は案件受注活動に注力してまいりました。

 

　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10,384千円（経営コンサルティング事業3,643千円、

不動産コンサルティング事業24千円、資本・株式・株主に関するコンサルティング事業2,040千円、ＦＰ関連事業

4,676千円）が含まれております。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

＜キャッシュ・フローの状況＞

　当第１四半期における営業活動、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

次のとおりであります。

（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、短期借入金の純返済額が384,000千円、長期借入金の返済額

が220,000千円、少数株主への分配金支払額が360,019千円あったこと等から925,560千円の資金減（前第１四半期

は1,129,509千円の資金減）となりました。その結果、当第１四半期の資金残高は、1,215,285千円になりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期における営業活動による資金の減少は、23,819千円（前第１四半期は1,159,999千円の資金減）と

なりました。

　これは、営業投資有価証券の売却収入416,000千円（キャピタルパートナー・一号ファンド投資先企業１社の株

式売却）があった一方で、前年度決算に基づく法人税等の支払額311,991千円、未払費用の減少額176,564千円が

あったこと等によるものであります。

　なお、当第１四半期では税金等調整前四半期純損失537,521千円を計上しておりますが、これは投資ファンド事

業で株式評価損・貸倒引当金等の投資損失を903,926千円計上しているためであります。しかし、この投資損失は

資金の減少を伴わない損失であるため、当第１四半期での税金等調整前四半期純損失537,521千円は、資金の減少

要因ではありません。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期における投資活動による資金の増加は、46,317千円（前第１四半期は34,515千円の資金減）とな

りました。

　これは、貸付金の純回収額46,138千円（当社グループ会社からキャピタルパートナー・二号ファンド投資先企

業への短期貸付金の純回収額）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）

　当第１四半期における財務活動による資金の減少は、948,057千円（前第１四半期は65,005千円の資金増）とな

りました。

　これは、短期借入金の純返済額384,000千円、長期借入金の返済額220,000千円、少数株主への分配金の支払額

360,019千円（主としてキャピタルパートナー・一号ファンドでの当社グループ外出資者に対する分配金の支払

額）があったこと等によるものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

（１）セグメント別の状況

① 経営コンサルティング事業

　当第１四半期は、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及び加工作業と

もに引き続き堅調であり、業績は順調に推移いたしました。

　当期（通期）につきましては、安定的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。

引き続き企業再生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医院の経営改善

ニーズ等、様々なコンサルティングニーズの対応体制も強化しており、受注状況は順調に推移しております。

そして更なるコンサルティングメニューの拡充を図り、中堅・中小企業はもとより、これらに加えて大学、独

立行政法人、企業再生ファンド等の新規顧客先の開拓も積極的に展開しております。

 

② 不動産コンサルティング事業

　当第１四半期は、受注活動に注力したこともあり若干の営業損失となりましたが、業績は概ね当初計画どお

りに推移いたしました。前期より注力しておりました会計事務所・金融機関へのアプローチにより、コンサル

ティング案件の受注が引き続き順調ですので第２四半期累計期間（中間期）につきましては、計画どおりの業

績を確保できる見込みです。

　ただし、当期（通期）につきましては不動産市況が急激に厳しくなるとみており、下期業績につきましては

慎重にとらえております。

　物納コンサルティング業務、生前整備コンサルティング業務など幅の広いコンサルティングビジネスを行い、

かつ既に受注済みのコンサルティング案件の加工を確実に行うことにより、通期においてもある程度の業績確

保は少なくとも実現できるものと考えております。
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③ 資本・株式・株主に関するコンサルティング事業

　当第１四半期は、業績は概ね当初計画どおりに推移いたしました。資本市場の急速な減速に対応するために

高コスト体質を見直し、大型の成功報酬型ビジネスから中小型の安定収益ビジネスを中心とするビジネスモデ

ルへの転換に取り組んでおります。

　財務アドバイザリー業務は、組織体制を大幅に見直し、コスト削減に努める一方で、資本市場の急速な収縮

に対応するために、受注確度の高い中小型の案件を中心に営業活動を行うことによりビジネスモデルの転換が

進んでいることから、業績は概ね当初計画どおりに推移いたしました。

　バリュエーション業務は、第三者評価機関としての認知度向上に伴い、新規取引先を含む稼動顧客数は引き

続き順調に増加しておりますが、受注単価の下落傾向があることから更なるもう一段の収益力向上のために営

業体制の強化・見直しを行っております。

　上場企業に対する経理サポート業務の受注も順調に増加してきております。

　株式上場を志向する企業に対する上場準備サポート業務においては、資本市場における上場審査の厳格化に

伴うニーズの多様化に対応するため内部統制コンサルティングに取り組む等業務の幅を拡げております。

　事業承継アドバイザリー業務は、相続税制改革等の制度改革を受けてセミナー活動や執筆活動により認知度

の向上と営業力強化を図りつつ、人材強化にも取り組んでおります。

 

④ 投資ファンド事業

　当第１四半期は、キャピタルパートナー・一号ファンドにつきましては、投資先企業１社の株式売却により

309,333千円の株式売却益を計上いたしました。

　しかし、キャピタルパートナー・二号ファンド投資先企業１社について破産の申立が行われたため、株式評

価損を222,353千円計上することになり（山田ＭＴＳキャピタル㈱の同投資先企業に対する直接投資額について

の株式評価損69,021千円含む）、かつ同投資先企業に対する貸付金について貸倒引当金を681,573千円計上した

ことから全体では大幅な営業赤字となりました。

　当期（通期）につきましては、一号ファンドでは残存投資先２社の売却及びファンドの終了を目指し、二号

ファンドでは早期の売却を図る方針の投資先にかかる投資株式売却の実現及び中長期的に保有する方針の投資

先の企業価値向上に全力を傾注してまいります。

 

⑤ ＦＰ関連事業

(a) ＦＰ教育研修事業

　当第１四半期は、収益面で当初計画を上回る実績を計上するなど順調な滑り出しをすることができました。

尤も対前年同期比でみると、景気後退・消費者物価上昇等の影響を受けている個人マーケットでの主力商品

ＡＦＰ（２級ＦＰ技能士）資格取得講座の売上低調と、前年同期間に大口受注・売上実現があった企業実務

研修の反動落ち込みの影響を新規法人顧客の獲得及び既存法人顧客の深耕によるＡＦＰ（２級ＦＰ技能士）

資格取得講座の拡販で相当カバーしたものの、全体では若干の減収減益となりました。

　当期（通期）につきましては、個人マーケットに加え法人マーケットも事業環境は多少アゲンストと想定

しておりますが、法人マーケットにおいて㋑ＦＰ資格取得講座斡旋企業の深耕と新規取引先の開拓㋺工夫し

た多様な企業実務研修の提案等を堅実かつスピーディーに進め、当初計画の達成・業績貢献を目指してまい

ります。

 

(b) 保険コンサルティング事業

　保険コンサルティング事業につきましては、当第１四半期は案件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、計画数値の達成を目指してまいります。
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（２）連結業績予想

　経営コンサルティング事業は、引き続き堅調な業績を確保できるものと考えております。

　不動産コンサルティング事業は、現状の不動産市況を鑑みると当期については従来のような増収増益基調は

難しいと考えておりますが、受注済案件があることからある程度の業績は確保できるものと見込んでおりま

す。

　資本・株式・株主に関わるコンサルティング事業は、コスト構造を見直し、ビジネスモデルの若干の変更を

しておりますので、当期においてはある程度の業績貢献ができるものと考えております。

　ＦＰ関連事業においては、国内景気動向に業績が左右される傾向にあり、個人マーケット回復には時間がか

かるとみておりますが、法人マーケットにおいて新規取引先の拡大と顧客ニーズを的確に捉えた実務研修の更

なる拡販により業績計画の達成を目指しております。

　投資ファンド事業では、キャピタルパートナー・二号ファンド投資先企業１社において当第１四半期で903,926

千円の投資損失を計上いたしました。第２四半期以降、投資先企業の企業再生に全力を傾注し、更なる評価損

等の損失発生を最小限にとどめるべく努力いたします。しかし現在の市況等を鑑みると不安定要素を抱えてい

る投資先企業もあることから、当期末までにさらに相当額の投資損失が発生する可能性もあると考えておりま

す。

　投資ファンド事業以外の事業業績は概ね順調に推移するものとみておりますが、投資ファンド事業での損益

実現の状況によっては業績が大きく変動する可能性があることから、当期は業績見込数値について上限額及び

下限額を開示することにいたしました。　　

　以上により、平成21年３月期通期業績予想につきましては、売上高5,800百万円、営業利益280百万円～600百

万円、経常利益130百万円～450百万円、当期純利益80百万円～410百万円と修正いたします。

　第２四半期連結累計期間（中間期）の業績予想につきましても、売上高2,800百万円、営業利益△300百万円

～△170百万円、経常利益△380百万円～△250百万円、第２四半期累計純利益△80百万円～△30百万円と修正い

たします。

 

平成21年３月期の連結業績予想数値（平成20年８月７日修正公表） 　　　　　　　　　　（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

第２四半期連結累計期間 2,800
上限　△170 上限　△250 上限　△30

下限　△300 下限　△380 下限　△80

通　期 5,800
上限　　600 　上限　　450 　上限　 410

下限　　280 下限　　130 下限　　80

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

①簡便な会計処理

　固定資産の減価償却費の算定方法

　　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法　

　　によっています。

　　　　②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　　　　　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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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 1,145,150 1,980,845

受取手形及び売掛金 510,937 485,747

営業投資有価証券 610,222 938,822

営業貸付金 918,573 961,573

有価証券 80,151 169,985

商品 89,080 79,356

貯蔵品 3,885 3,665

繰延税金資産 263,389 75,619

その他 414,199 484,296

貸倒引当金 △919,239 △327,546

流動資産合計 3,116,350 4,852,366

固定資産   

有形固定資産 205,998 214,193

無形固定資産   

のれん 62,159 65,689

その他 9,944 10,625

無形固定資産合計 72,103 76,314

投資その他の資産   

投資有価証券 1,674,673 1,742,277

その他 655,307 807,289

貸倒引当金 △19,779 △20,719

投資その他の資産合計 2,310,202 2,528,847

固定資産合計 2,588,303 2,819,355

繰延資産 18,567 20,278

資産合計 5,723,221 7,691,999

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 40,657 53,802

短期借入金 452,000 836,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払法人税等 7,691 312,001

前受金 54,026 45,875

賞与引当金 114,250 60,757

返品調整引当金 1,736 1,281

その他 151,517 372,989

流動負債合計 1,021,879 1,882,707

固定負債   

社債 890,000 890,000

長期借入金 330,000 550,000

繰延税金負債 1,354 17,404

その他 32,473 32,845

固定負債合計 1,253,827 1,490,249

負債合計 2,275,707 3,372,957
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（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） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,599,538 1,599,538

資本剰余金 1,518,533 1,518,533

利益剰余金 △49,633 307,860

自己株式 △200,385 △200,385

株主資本合計 2,868,052 3,225,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,507 28,529

評価・換算差額等合計 6,507 28,529

新株予約権 9,729 7,542

少数株主持分 563,224 1,057,425

純資産合計 3,447,514 4,319,042

負債純資産合計 5,723,221 7,691,999
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（２）【四半期連結損益計算書】 
  【第１四半期連結累計期間】   

（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 1,554,717

売上原価 1,171,153

返品調整引当金戻入額 1,281

返品調整引当金繰入額 1,736

売上総利益 383,108

販売費及び一般管理費 862,937

営業損失（△） △479,829

営業外収益  

受取利息 546

受取配当金 18

その他 5,820

営業外収益合計 6,386

営業外費用  

支払利息 9,290

投資事業組合運用損 750

持分法による投資損失 21,611

その他 4,542

営業外費用合計 36,194

経常損失（△） △509,637

特別損失  

保険積立金解約損 1,545

投資有価証券評価損 6,475

債権放棄損 19,863

特別損失合計 27,884

税金等調整前四半期純損失（△） △537,521

法人税、住民税及び事業税 7,475

法人税等調整額 △37,183

法人税等合計 △29,708

少数株主損失（△） △150,319

四半期純損失（△） △357,493
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △537,521

減価償却費 9,343

のれん償却額 3,550

持分法による投資損益（△は益） 21,611

投資損失引当金の増減額（△は減少） △744,099

債権放棄損 19,863

貸倒引当金の増減額（△は減少） 590,753

賞与引当金の増減額（△は減少） 53,493

返品調整引当金の増減額（△は減少） 455

受取利息及び受取配当金 △565

支払利息 9,290

投資事業組合運用損益（△は益） 750

投資有価証券評価損益（△は益） 6,475

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 1,073,119

営業貸付金の増減額（△は増加） 43,000

売上債権の増減額（△は増加） △25,189

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,944

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △3,540

仕入債務の増減額（△は減少） △13,145

前受金の増減額（△は減少） 8,418

その他の資産の増減額（△は増加） △9,467

その他の負債の増減額（△は減少） △204,514

小計 292,136

利息及び配当金の受取額 488

利息の支払額 △4,452

法人税等の支払額 △311,991

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,819

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △218

無形固定資産の取得による支出 △270

投資有価証券の取得による支出 △166

貸付けによる支出 △129,862

貸付金の回収による収入 176,000

その他の支出 △2,040

その他の収入 2,875

投資活動によるキャッシュ・フロー 46,317

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（△は減少） △384,000

長期借入金の返済による支出 △220,000

少数株主からの出資受入による収入 16,498

配当金の支払額 △177

少数株主への分配金の支払額 △360,019

少数株主への配当金の支払額 △360

財務活動によるキャッシュ・フロー △948,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △925,560

現金及び現金同等物の期首残高 2,140,845

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,215,285
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

経営コンサ
ルティング
事業(千円)

不動産コンサ
ルティング事
業（千円）

資本・株式・株
主に関するコン
サルティング事
業（千円）

投資ファンド

事業（千円）

ＦＰ関連事

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
694,843 83,836 116,544 445,819 213,672 1,554,717 － 1,554,717

(2) セグメント間の

内部売上高又は

振替高

3,643 24 2,040 － 4,676 10,384 (10,384) －

計 698,486 83,860 118,585 445,819 218,348 1,565,101 (10,384) 1,554,717

営業利益又は営

業損失（△）
164,705 △14,238 △5,200 △648,051 22,714 △480,069 240 △479,829

（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、サービス内容等に基づく事業戦略単

位により、経営コンサルティング事業、不動産コンサルティング事業、資本・株式・株主に関するコンサル

ティング事業、投資ファンド事業、ＦＰ関連事業の５区分にしております。

２．各事業の主な役務

(1) 経営コンサルティング事業：企業再生・経営・財務コンサルティング

(2) 不動産コンサルティング事業：不動産コンサルティング、不動産仲介

(3) 資本・株式・株主に関するコンサルティング事業：株式公開コンサルティング、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、

バリュエーション業務

(4) 投資ファンド事業：投資事業組合等の組成・運営、投資業務

(5) ＦＰ関連事業：ＦＰ等の講座販売、企業研修、保険コンサルティング

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

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

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）

海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,056,700

Ⅱ　売上原価 153,670

    差引　 903,029

    返品調整引当金戻入額 1,313

    返品調整引当金繰入額 2,007

売上総利益 902,335

Ⅲ　販売費及び一般管理費 764,635

営業利益 137,700

Ⅳ　営業外収益 20,927

Ⅴ　営業外費用 22,950

経常利益 135,677

Ⅵ　特別損失 120,000

税金等調整前四半期純利益 15,677

税金費用　 12,020

少数株主損失（△） △16,076

四半期純利益 19,733
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 15,677

投資有価証券評価損 120,000

営業貸付金の増減額（増加：△） △630,000

売上債権の増減額（増加：△） 59,286

その他 △233,603

小計 △668,638

利息及び配当金の受取額 11,978

利息の支払額　 △7,792

法人税等の支払額　 △495,546

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,159,999

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △3,707

投資有価証券の取得による支出　 △25,161

その他　 △5,646

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,515

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

少数株主からの出資受け入れによる収入 159,000

自己株式の売却による収入　 4,130

配当金の支払額　 △97,205

少数株主への配当金の支払額　 △920

財務活動によるキャッシュ・フロー 65,005

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,129,509

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 4,705,145

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 3,575,636
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

 

経営コンサ
ルティング

事業
（千円）

不動産コン
サルティン
グ事業
（千円）

資本・株式・株主
に関するコンサル
ティング事業

 （千円）

投資ファ
ンド事業 

 （千円）

ＦＰ関連
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
517,980 170,529 108,055 36,784 223,350 1,056,700 － 1,056,700

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
10,151 299 1,436 － 6,813 18,700 (18,700) －

計 528,131 170,829 109,491 36,784 230,164 1,075,401 (18,700) 1,056,700

営業費用 414,569 107,937 156,150 61,541 197,612 937,812 (18,812) 918,999

営業利益又は営業損失

(△）
113,561 62,892 △46,658 △24,757 32,551 137,589 111 137,700

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～６月30日）

　     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

前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～６月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。
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