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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 4,087 ― △617 ― △600 ― △565 ―

20年3月期第1四半期 1,270 4.2 △172 ― △167 ― △57 ―

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 △1.63 ―

20年3月期第1四半期 △5.17 ―

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 25,125 12,114 46.6 33.79
20年3月期 2,202 229 10.4 8.10

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,699百万円 20年3月期  229百万円

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  

  当社グループはファンド事業および上場株式等投資事業等を主たる事業としており、業績は相場環境等の影響を受けざるを得ない状況にあります。この事
業の特殊性に鑑み業績予想を行なうことは困難であるため、業績予想の記載は行なっておらず、配当予想は未定としております。 
  なお、配当予想の見通しに関する開示につきましては、決算確定後から１週間を目処に行ないます。  

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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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  

  当社グループはファンド事業および上場株式等投資事業等を主たる事業としており、業績は相場環境等の影響を受けざるを得ない状況にあります。この事
業の特殊性に鑑み業績予想を行なうことは困難であるため、業績予想の記載は行なっておりません。 
  なお、業績予想の見通しに関する開示につきましては、当第２四半期連結累計期間・当連結会計年度の各々の決算日から１週間を目処に、前第２四半期連
結累計期間・前連結会計年度の実績と比較して行ないます。  

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）  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  

「詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。」  

(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） 

「詳細は３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） 

(5)前連結会計年度と当連結会計年度に係る財務数値等 
  旧プリヴェ企業投資ホールディングス株式会社（親会社）（以下「旧プリヴェ」という。）は、平成20年４月１日付で旧イー・レヴォリューション株式会社（子会社）
（以下「旧イーレヴォ」という。）を合併存続会社とする合併を行ない、会社名をプリヴェ ファンド グループ株式会社に変更いたしました。当連結会計年度以降、
「企業結合に係る会計基準」および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、親会社であった旧プリヴェを合併存続会社と
みなし、連結財務諸表を作成しております。 
  他方、「１．平成21年３月期第１四半期の連結業績」における「20年３月期第１四半期」、「20年３月期」、「２．配当の状況」における「20年３月期」、「４．その
他」の「（4）発行済株式数」における「20年３月期」、「20年３月期第１四半期」、「５．四半期連結財務諸表」の「（1）四半期連結貸借対照表」における「前連結会計
年度末に係る要約連結貸借対照表」(P４)および「参考資料１ 前四半期に係る財務諸表等」は、合併存続会社である旧イーレヴォの数値を記載しております。 
  なお「定性的情報・財務諸表等」に記載している前連結会計年度の財務数値（「５．四半期連結財務諸表」の「（1）四半期連結貸借対照表」における「前連結
会計年度末に係る要約連結貸借対照表」を除く）は、企業集団の実態に即して旧プリヴェの数値と比較しております。「参考資料２」として、旧プリヴェの平成20
年３月期第１四半期の要約四半期連結財務諸表（抜粋）等、「参考資料３」として、旧プリヴェの平成20年３月期の要約連結財務諸表（抜粋）を記載しておりま
す。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  365,119,405株 20年3月期  28,770,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  18,899,921株 20年3月期  409,062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  346,244,984株 20年3月期第1四半期  11,084,169株



定性的情報・財務諸表等

「定性的情報・財務諸表等」に記載している前連結会計年度の財務数値（「５．四半期連結財務諸表」の「（1）四半期

連結貸借対照表」における「前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表」を除く）は、企業集団の実態に即して旧プリ

ヴェの数値と比較しております。「参考資料２」として、旧プリヴェの平成20年３月期第１四半期の要約四半期連結財務

諸表（抜粋）等、「参考資料３」として、旧プリヴェの平成20年３月期の要約連結財務諸表（抜粋）を記載しております。

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第１四半期のわが国経済は、原油および原材料価格の高騰による企業収益への影響が顕著となり、また物価も上

昇基調を辿り個人消費や設備投資への影響が深刻化されるなど厳しい環境となっております。

　このような状況のもと、当社グループはファンド事業および上場株式等投資事業に積極的に取り組んでまいりまし

た。また、企業再生関連投資事業においては、投資対象会社である各事業子会社に対して、事業面における経営指導

のみならず、コンプライアンスやリスク管理の徹底などの諸施策を強力に推進してまいりました。

　当第１四半期の売上高はカー用品・雑貨等事業が加わったことによる当該事業に係る売上高12億８百万円の計上な

どにより40億87百万円（前第１四半期24億63百万円）となりました。また、商品有価証券評価損等を主な内容とする

売上原価（前第１四半期62億23百万円）の計上がなくなったことなどにより営業利益は△６億17百万円（前第１四半

期△70億88百万円）、経常利益は△６億円（前第１四半期△71億38百万円）となり、四半期純利益は前期損益修正益

60百万円を特別利益に計上したことなどにより△５億65百万円（前第１四半期△71億89百万円）となりました。

　事業別の業績は、以下のとおりであります。

　上場株式等投資事業におきましては、サブ・プライムローン問題による信用不安から急落した世界の株式市場は当

第１四半期には落着きを取り戻し始めたものの、米国の金融機関の業績に対する懸念が強いことや世界的なインフレ

懸念が深刻化するなどにより投資家のリスク許容度は依然低く、世界の株式市場のもどりは限定的であり、また、日

本株式ファンドに対する投資額も純減となりました。他方、日本の株式市場はインフレ抵抗力の強さやバリュエーショ

ンの歴史的割安さから比較的堅調に推移いたしました。この結果、商品有価証券評価益等が計上されたことにより、

売上高は54百万円（前第１四半期０百万円）、営業利益は△43百万円（前第１四半期△63億66百万円）となりました。

ファンド事業におきましては、前述の通り投資家の投資スタンスは依然慎重であったため、運用するファンドには依

然外部資金が入っておらず、自己資金の運用のみとなり、当該運用損益は上場株式等投資事業に含めております。

　企業再生関連投資事業における投資対象事業の状況は、次のとおりであります。

  ロジスティックス事業におきましては、原油高に伴なう燃料価格上昇の影響は大きいものの、営業努力による既存

荷主の取引増加や新規荷主の獲得などにより、売上高は22億５百万円（前第１四半期19億17百万円）、コスト削減等

の経営効率化を図ったことなどにより、営業利益は３百万円（前第１四半期１百万円）となりました。

　カー用品・雑貨等事業におきましては、アフターマーケットの縮小や事業の一部譲渡があったものの、カー用品お

よび雑貨等の主力製品の売上が好調であったことなどにより、売上高は12億８百万円、徹底した原価管理を行なった

ことなどにより、営業利益は98百万円となりました。なお、前第１四半期の旧イーレヴォの連結業績は売上高は12億

70百万円、営業利益は△１億72百万円でありました。

　産業機器関連事業におきましては、病院経営における支出抑制の傾向が続く厳しい状況にあるものの、積極的な営

業活動により超音波診断装置などの売上が好調であったため、売上高は６億19百万円（前第１四半期５億45百万円）、

新機種に係る研究開発費の増加などにより、営業利益は△50百万円（前第１四半期△19百万円）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ１億32百万円

減少し、32億48百万円となりました。主な要因と当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおり

であります。

　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、上場株式等投資事業における商品有価証券の減少８億95百万

円および信用取引未払金の増加７億57百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失５億30百万円の計上および

受入担保金の減少12億53百万円等により、３百万円の資金減（前第１四半期は１億54百万円の資金減）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出79百万円等により、75百万円

の資金減（前第１四半期は38百万円の資金増）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期期借入金の減少20百万円および長期借入金の返済による

支出30百万円等により、53百万円の資金減（前第１四半期は21億90百万円の資金減）となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社グループはファンド事業および上場株式等投資事業等を主たる事業としており、業績は相場環境等の影響を受

けざるを得ない状況にあります。この事業の特殊性に鑑み業績予想を行なうことは困難であるため、業績予想の記載

は行なっておりません。

　なお、業績予想の見通しに関する開示につきましては、当第２四半期連結累計期間・当連結会計年度の各々の決算

日から１週間を目処に、前第２四半期連結累計期間・前連結会計年度の実績と比較して行ないます。

 

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）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　（簡便な会計処理）

①　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②　四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

③　定率法を採用している有形固定資産については、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

る方法によっております。

④　重要な加減算項目や税額控除項目を考慮して税金費用を算定しております。

また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。

 

（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

（会計処理基準に関する事項の変更）

①　「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号)および

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指

針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び

作成方法に関する規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として総平均法による原価法から主として総平

均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更による損益

への影響は軽微であります。

③　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が

平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになっ

たことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理

によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額については、残価保証の取決めがあるリース取引は当該残価保証

額、その他については零とする定額法を採用しております。

　この変更による損益への影響は軽微であります。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。
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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 2,866,777 618,908

受取手形及び売掛金 3,266,836 672,758

商品有価証券 9,665,027 －

たな卸資産 924,975 609,672

その他 1,329,354 169,157

貸倒引当金 △53,315 △35,605

流動資産合計 17,999,656 2,034,891

固定資産   

有形固定資産 4,652,815 72,748

無形固定資産   

のれん 916,524 －

その他 142,653 4,139

無形固定資産合計 1,059,177 4,139

投資その他の資産   

投資有価証券 129,992 32,710

その他 1,663,162 410,916

貸倒引当金 △380,258 △352,531

投資その他の資産合計 1,412,896 91,096

固定資産合計 7,124,889 167,984

繰延資産 864 －

資産合計 25,125,410 2,202,875

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,072,048 346,470

短期借入金 775,798 313,000

受入担保金 5,240,250 －

未払法人税等 73,048 12,605

返品調整引当金 413,368 428,975

引当金 191,124 40,047

その他 1,496,364 218,346

流動負債合計 10,262,002 1,359,445

固定負債   

社債 1,000,000 －

長期借入金 483,812 442,000

退職給付引当金 515,717 67,680

その他 749,326 103,958

固定負債合計 2,748,856 613,639

負債合計 13,010,859 1,973,084



（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 1,636,065 1,636,065

資本剰余金 35,033,653 1,440,069

利益剰余金 △24,565,013 △2,708,934

自己株式 △1,597 △111,189

株主資本合計 12,103,107 256,011

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,207 △26,219

土地再評価差額金 △401,492 －

評価・換算差額等合計 △403,699 △26,219

少数株主持分 415,143 －

純資産合計 12,114,551 229,791

負債純資産合計 25,125,410 2,202,875



（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 4,087,163

売上原価 3,465,942

売上総利益 621,221

販売費及び一般管理費 1,238,636

営業損失（△） △617,415

営業外収益  

補助金収入 19,897

その他 18,535

営業外収益合計 38,432

営業外費用  

支払利息 10,032

その他 11,942

営業外費用合計 21,975

経常損失（△） △600,957

特別利益  

前期損益修正益 60,514

その他 35,668

特別利益合計 96,183

特別損失  

前期損益修正損 25,792

その他 190

特別損失合計 25,982

税金等調整前四半期純損失（△） △530,756

法人税、住民税及び事業税 63,785

法人税等調整額 △46,332

法人税等合計 17,452

少数株主利益 17,659

四半期純損失（△） △565,868



（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（△） △530,756

減価償却費 88,000

のれん償却額 14,124

返品調整引当金の増減額（△は減少） △15,607

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,098

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,629

引当金の増減額（△は減少） 14,379

受取利息及び受取配当金 △1,440

支払利息 10,032

売上債権の増減額（△は増加） △43,522

商品有価証券の増減額（△は増加） 895,762

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,426

仕入債務の増減額（△は減少） 224,606

受入担保金の増減額（△は減少） △1,253,475

信用取引未払金の増減額（△は減少） 757,647

その他 △143,364

小計 28,284

利息及び配当金の受取額 1,158

利息の支払額 △16,196

法人税等の支払額 △16,511

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,265

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 △79,475

有形固定資産の売却による収入 40,476

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△10,898

その他 △25,836

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,733

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） △20,000

長期借入金の返済による支出 △30,022

その他 △3,964

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,986

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,985

現金及び現金同等物の期首残高 3,381,261

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,248,276



　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）および「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の用語、

様式及び作成方法に関する規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（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）

（単位：千円）

 
上場株式等
投資事業

ロジス
ティックス
事業

カー用品・
雑貨等事業

産業機器関
連事業

計
消去又は全
社

連結

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 54,208 2,205,046 1,208,048 619,859 4,087,163 ― 4,087,163

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 3,780 500 ― 4,280 (4,280) ―

計 54,208 2,208,826 1,208,548 619,859 4,091,443 (4,280) 4,087,163

営業利益又は営業損失（△） △43,945 3,977 98,310 △50,967 7,375 (624,790) △617,415

 

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）

本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

旧プリヴェは、平成20年４月１日付で旧イーレヴォを合併存続会社とする合併を行ない、会社名をプリヴェ 

ファンド グループ株式会社に変更いたしました。当連結会計年度以降、「企業結合に係る会計基準」および「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、親会社であった旧プリヴェを合併存続会

社とみなし、連結財務諸表を作成しております。この結果、旧プリヴェの前連結会計年度末の株主資本と比較し

て、資本金が152億29百万円減少し、資本剰余金が153億24百万円増加しております。

－ 1 －



「参考資料１」

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（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

（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（千円）

Ⅰ　売上高 1,270,509

Ⅱ　売上原価 928,882

売上総利益 341,626

Ⅲ　販売費及び一般管理費 514,226

営業損失（△） △172,600

Ⅳ　営業外収益 41,527

受取利息 46

受取配当金 229

連結調整勘定償却額 ―

負ののれん償却額 38,607

その他 2,643

Ⅴ　営業外費用 36,030

支払利息 4,339

手形売却損失 892

持分法による投資損失 28,337

その他 2,461

経常損失（△） △167,102

Ⅵ　特別利益 88,576

子会社株式売却益 20,297

持分変動利益 68,077

その他 201

Ⅶ　特別損失 73

その他 73

税金等調整前四半期純損失（△） △78,599

法人税、住民税及び事業税 2,431

少数株主損失（△） △23,781

四半期純損失（△） △57,249

－ 2 －



（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（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

（単位：千円）

 
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）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純損失 △78,599

減価償却費 14,994

のれん及び負ののれん償却額 △30,002

受取利息及び受取配当金 △276

支払利息 4,339

持分法による投資損失 28,337

持分変動損益 △68,077

売上債権の増減額 178,078

たな卸資産の増減額 △86,329

未収入金の増減額 55,957

仕入債務の増減額 40,540

子会社株式売却益 △20,297

その他 △35,325

小計 3,339

利息及び配当金の受取額 276

利息の支払額 △3,190

法人税等の支払額 △9,754

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,329

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 △2,571

子会社株式の売却による収入 21,000

その他 △2,760

投資活動によるキャッシュ・フロー 15,667

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行及び新株予約権による収入 58,560

少数株主への株式の発行による収入 46,200

その他 2,866

財務活動によるキャッシュ・フロー 107,626

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 113,964

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 147,580

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 261,545

－ 3 －



（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（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 （単位：千円）　

カー用品事業 雑貨事業 家電事業 計 消去又は全社 連結

売上高 622,827 591,409 56,477 1,270,714 △205 1,270,509

営業費用 582,767 648,829 134,861 1,366,458 76,651 1,443,109

営業利益又は

営業損失（△）
40,059 △57,419 △78,383 △95,743 △76,856 △172,600

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　当四半期は、本邦以外の国又は地域に所存する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はあ

りません。

－ 4 －



「参考資料２」

旧プリヴェの平成19年４月１日から平成19年６月30日までの前四半期要約連結財務諸表（抜粋）および事業の種類別セ

グメント情報は以下のとおりであります。

（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前第１四半期連結

会計期間末

（平成19年６月30日）

金額（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産 75,719,215

Ⅱ　固定資産 6,714,178

１　有形固定資産 4,064,066

２　無形固定資産 1,080,453

３　投資その他の資産 1,569,657

Ⅲ　繰延資産 91,110

資産合計 82,524,503

（負債の部）

Ⅰ　流動負債 50,461,928

Ⅱ　固定負債 3,632,530

Ⅲ　特別法上の準備金 1,197

負債合計 54,095,656

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１　資本金 16,865,692

２　資本剰余金 19,708,541

３　利益剰余金 △8,159,233

４　自己株式 △6,101

株主資本合計 28,408,898

Ⅱ　評価・換算差額等  

１　その他有価証券評価差額金 29,141

２　土地再評価差額金 △401,492

３　為替換算調整勘定 5,060

評価・換算差額等合計 △367,290

Ⅲ　少数株主持分 387,238

純資産合計 28,428,846

負債純資産合計 82,524,503

(要約）四半期連結損益計算書

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（千円）

Ⅰ　売上高 2,463,309

Ⅱ　売上原価 8,520,492

売上総損失（△） △6,057,182

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,031,089

営業損失（△） △7,088,271

Ⅳ　営業外収益 11,958

Ⅴ　営業外費用 61,906

経常損失（△） △7,138,219

Ⅵ　特別利益 16,390

Ⅶ　特別損失 3,447

税金等調整前四半期純損失(△) △7,125,276

法人税、住民税及び事業税 52,419

法人税等調整額 9,894

法人税等合計 62,314

少数株主利益 2,187

四半期純損失（△） △7,189,777

(要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分

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（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー △154,925

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 38,652

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー △2,190,500

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,331

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） △2,305,441

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 9,047,536

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 6,742,094

セグメント情報

　　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（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

（単位：千円）

上場株式等

投資事業

ロジスティ

ックス事業

産業機器

関連事業
計 消去又は全社 連結

売上高 － 1,917,573 545,736 2,463,309 － 2,463,309

営業費用 6,366,934 1,915,708 565,133 8,847,776 703,804 9,551,581

営業利益又は

営業損失(△)
△6,366,934 1,864 △19,397 △6,384,467 (703,804) △7,088,271

－ 5 －



「参考資料３」

旧プリヴェの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの要約連結財務諸表（抜粋）は以下のとおりであります。

（要約）連結貸借対照表

科目

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

 
金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産 18,826,308

Ⅱ　固定資産 7,066,006

１　有形固定資産 4,534,380

２　無形固定資産 1,086,531

３　投資その他の資産 1,445,094

Ⅲ　繰延資産 1,152

資産合計 25,893,468

  

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債 10,509,755

Ⅱ　固定負債 2,727,983

負債合計 13,237,739

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１　資本金 16,865,692

２　資本剰余金 19,708,541

３　利益剰余金 △23,999,512

４　自己株式 △6,194

　　株主資本合計 12,568,527

Ⅱ　評価・換算差額等  

１　その他有価証券
評価差額金

△9,472

２　土地再評価差額金 △401,492

　　評価・換算差額等合計 △410,964

Ⅲ　少数株主持分 498,166

純資産合計 12,655,728

負債純資産合計 25,893,468

(要約）連結損益計算書

科目

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

金額（千円）

Ⅰ　売上高 13,566,310

Ⅱ　売上原価 30,152,552

売上総損失（△） △16,586,241

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,591,308

営業損失（△） △22,177,550

Ⅳ　営業外収益 47,890

Ⅴ　営業外費用 327,006

経常損失（△） △22,456,666

Ⅵ　特別利益 83,941

Ⅶ　特別損失 1,018,453

税金等調整前当期純損失(△) △23,391,179

法人税、住民税及び事業税 54,493

法人税等調整額 12,254

法人税等合計 66,747

少数株主損失（△） △427,869

当期純損失（△） △23,030,056

  

(要約）連結キャッシュ・フロー計算書

区分

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,694,767

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー △756,846

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー △7,603,024

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,171

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） △5,666,274

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 9,047,536

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 3,381,261

－ 6 －
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