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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 8,626 ― △740 ― △725 ― △890 ―

20年3月期第2四半期 2,469 △3.8 △341 ― △364 ― △21 ―

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2四半期 △2.57 ―

20年3月期第2四半期 △1.90 ―

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2四半期 19,343 11,797 58.9 32.93
20年3月期 2,202 229 10.4 8.10

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,398百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

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 
 親会社であった（旧）プリヴェ企業投資ホールディングス株式会社（以下「旧プリヴェ」という。）は、平成20年４月１日付で、子会社であった（旧）イー・レヴォリュ
ーション株式会社（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、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２四半期の連結業績」における「20年３月期第２四半期」、「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２四半期」、「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 前年同四半期に係る財務諸表」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月期の要約中間連結財務諸表（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 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2四半期  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2四半期  18,920,781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2四半期  346,227,767株 20年3月期第2四半期  11,346,377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月期の要約中間連結財務諸表

（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２四半期連結累計期間のわが国経済は、米国のサブ・プライムローン問題に端を発したグローバル金融市場の

混乱および米国を始めとする先進国の景気減速により、足元の企業収益に停滞感が増しているなど景気後退の懸念が

高まっております。

　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２四半期連結累計期間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21億98百

万円の計上および上場株式等投資事業における商品有価証券運用益等６億46百万円の計上などにより86億26百万円（前

第２四半期連結累計期間51億64百万円）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２四半期連結累計期間110億43百万円）の計上がなくなったことなどにより営業利益は△７億40百万円（前第２四半

期連結累計期間△127億63百万円）、経常利益は△７億25百万円（前第２四半期連結累計期間△128億65百万円）とな

り、四半期純利益は固定資産除却損失引当金繰入額２億12百万円を特別損失に計上したことなどにより△８億90百万

円（前第２四半期連結累計期間△130億62百万円）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端を発した世界的な金融不安は更に深刻度を増

しております。各国の金融機関の経営状態に対する懸念が強いことや世界的な景気後退の懸念により投資家のリスク

許容度は依然低く、世界の株式市場は低迷を続けました。また、世界的に株式ファンドに対する投資額も純減となっ

たものの、当社の投資先の株価は比較的堅調に推移いたしました。この結果、商品有価証券運用益等が計上されたこ

とにより、売上高は６億46百万円（前第２四半期連結累計期間－百万円）、営業利益は４億63百万円（前第２四半期

連結累計期間△113億70百万円）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、物流業界における貨物需要の低迷があったものの、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44億67百万円（前第２四半期連結累計期間39億35百万円）、コ

スト削減等の経営効率化に努めたものの、原油高に伴なう燃料価格上昇の影響などにより、営業利益は△66百万円（前

第２四半期連結累計期間42百万円）となりました。

　カー用品・雑貨等事業におきましては、依然アフターマーケットの縮小が続き、また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21億98百万円、経費削減や徹

底した原価管理を行なったことなどにより、営業利益は１億52百万円となりました。なお、前第２四半期連結累計期

間の旧イーレヴォの連結業績は売上高は24億69百万円、営業利益は△３億41百万円でありました。

　産業機器関連事業におきましては、医療業界における経営環境が依然厳しい状況にあるものの、新規取引先の開拓

に注力するなど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13億14百万円（前

第２四半期連結累計期間12億28百万円）、新機種に係る研究開発費の増加などにより、営業利益は△44百万円（前第

２四半期連結累計期間△２百万円）となりました。

 

　２．連結財政状態に関する定性的情報
　当第２四半期連結累計期間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

１億円減少し、32億81百万円となりました。主な要因と当第２四半期連結累計期間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69億91百万

円があったものの、税金等調整前四半期純損失９億11百万円の計上および受入担保金の減少64億93百万円等により、

２億23百万円の資金減（前第２四半期連結累計期間は26億29百万円の資金増）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３億40百万円等により、３億

28百万円の資金減（前第２四半期連結累計期間は23百万円の資金減）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、短期期借入金の増加３億80百万円等により、４億52百万円の

資金増（前第２四半期連結累計期間は66億42百万円の資金減）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

　（簡便な会計処理）

①　当第２四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

られる場合、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　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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,714,633 618,908

受取手形及び売掛金 3,763,153 672,758

商品有価証券 3,569,484 －

たな卸資産 986,438 609,672

その他 1,076,452 169,157

貸倒引当金 △45,810 △35,605

流動資産合計 12,064,352 2,034,891

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,563,791 54,310

その他（純額） 2,278,720 18,438

有形固定資産合計 4,842,511 72,748

無形固定資産   

のれん 902,400 －

その他 153,397 4,139

無形固定資産合計 1,055,797 4,139

投資その他の資産   

投資有価証券 116,833 32,710

その他 1,659,926 410,916

貸倒引当金 △398,731 △352,531

投資その他の資産合計 1,378,027 91,096

固定資産合計 7,276,337 167,984

繰延資産 2,487 －

資産合計 19,343,176 2,202,875

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,994,446 346,470

1年内償還予定の社債 1,000,000 －

短期借入金 1,174,508 313,000

未払法人税等 52,594 12,605

返品調整引当金 375,583 428,975

固定資産除却損失引当金 212,306 －

引当金 178,597 40,047

その他 654,723 218,346

流動負債合計 5,642,759 1,359,445

固定負債   

社債 150,000 －

長期借入金 455,330 442,000



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

退職給付引当金 519,247 67,680

その他 778,630 103,958

固定負債合計 1,903,207 613,639

負債合計 7,545,967 1,973,084

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,636,065 1,636,065

資本剰余金 35,033,693 1,440,069

利益剰余金 △24,889,938 △2,708,934

自己株式 △2,021 △111,189

株主資本合計 11,777,799 256,011

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,438 △26,219

土地再評価差額金 △401,492 －

評価・換算差額等合計 △379,054 △26,219

少数株主持分 398,465 －

純資産合計 11,797,209 229,791

負債純資産合計 19,343,176 2,202,875



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 8,626,248

売上原価 6,945,710

売上総利益 1,680,537

販売費及び一般管理費 2,420,710

営業損失（△） △740,172

営業外収益  

補助金収入 19,897

その他 32,831

営業外収益合計 52,728

営業外費用  

支払利息 21,146

その他 16,928

営業外費用合計 38,075

経常損失（△） △725,518

特別利益  

前期損益修正益 60,514

貸倒引当金戻入額 22,232

その他 27,945

特別利益合計 110,691

特別損失  

前期損益修正損 25,792

固定資産除却損失引当金繰入額 212,306

その他 58,665

特別損失合計 296,764

税金等調整前四半期純損失（△） △911,591

法人税、住民税及び事業税 8,200

法人税等調整額 △42,605

法人税等合計 △34,405

少数株主利益 12,872

四半期純損失（△） △890,058



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △911,591

減価償却費 184,035

のれん償却額 22,633

返品調整引当金の増減額（△は減少） △53,392

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,067

退職給付引当金の増減額（△は減少） 900

引当金の増減額（△は減少） 3,035

受取利息及び受取配当金 △1,765

支払利息 21,146

固定資産除却損失引当金繰入額 212,306

売上債権の増減額（△は増加） △539,840

商品有価証券の増減額（△は増加） 6,991,305

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,559

仕入債務の増減額（△は減少） 147,004

受入担保金の増減額（△は減少） △6,493,725

その他 227,069

小計 △227,371

利息及び配当金の受取額 1,761

利息の支払額 △26,929

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 29,484

営業活動によるキャッシュ・フロー △223,054

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 △340,187

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 △18,031

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,641

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） 380,000

長期借入金の返済による支出 △59,794

社債の発行による収入 150,000

その他 △17,847

財務活動によるキャッシュ・フロー 452,358

現金及び現金同等物に係る換算差額 △822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △100,158

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 3,281,102



　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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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 646,273 4,467,541 2,198,064 1,314,368 8,626,248 ― 8,626,248

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 29,762 567 ― 30,329 (30,329) ―

計 646,273 4,497,304 2,198,631 1,314,368 8,656,577 (30,329) 8,626,248

営業利益又は営業損失（△） 463,761 △66,108 152,391 △44,779 505,265 (1,245,438) △740,172

 

ｂ．所在地別セグメント情報

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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。
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「参考資料１」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  2,469,666 100.0

Ⅱ　売上原価  1,768,462 71.6

売上総利益  701,204 28.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,042,998 42.2

営業損失（△）  △341,793 △13.8

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 130   

２．受取配当金 626   

３．負ののれん償却額 77,215   

４．その他 6,404 84,376 3.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 12,535   

２．持分法による投資損失 86,810   

３．その他 7,490 106,836 4.3

経常損失（△）  △364,253 △14.7

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 76,122   

２．持分変動利益 328,551   

３．その他 29,845 434,519 17.6

Ⅶ　特別損失    

１．合併関連費用 21,357   

２．投資損失引当金繰入額 22,000   

３．減損損失 110,755   

４．その他 8,058 162,171 6.6

税金等調整前中間純損失（△）  △91,905 △3.7

法人税、住民税及び事業税 4,452   

法人税等調整額 ― 4,452 0.2

少数株主損失(△)  △74,753 △3.0

中間純損失（△）  △21,604 △0.9

－ 2 －



（２）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19年４月１日
至　平成19年９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  

税金等調整前中間純損失（△） △91,905

減価償却費 34,219

のれん及び負ののれん償却額 △60,004

貸倒引当金の増減額 △76,465

賞与引当金の増減額 △2,685

返品引当金の増減額 △55,901

退職給付引当金の増減額 5,121

役員退職慰労引当金の増減額 1,700

受取利息及び配当金 △756

支払利息 12,535

持分法による投資損益 86,810

持分変動損益 △328,551

売上債権の増減額 102,189

たな卸資産の増減額 9,652

未収入金の増減額 56,495

長期営業債権等の増減額 1,855

仕入債務の増減額 △66,043

その他 57,514

小計 △314,221

利息及び配当金の受取額 752

利息の支払額 △12,475

法人税等の支払額 △11,577

営業活動によるキャッシュ・フロー △337,521

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 △41,988

有形固定資産の売却による収入 27,985

投資有価証券の取得による支出 △3,427

関係会社株式の売却による収入 21,000

貸付金の回収による収入 1,100

その他 5,728

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,398

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入 226,561

短期借入金の返済による支出 △294,950

株式の発行及び新株予約権による収入 92,443

少数株主への株式の発行による収入 492,163

自己株式の取得による支出 △128

財務活動によるキャッシュ・フロー 516,088

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 188,965

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 147,580

Ⅶ　子会社の連結除外による現金及び現金同等物の
減少額 △192,846

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末残高 143,699
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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

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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       

(1）外部顧客に対する売上高 1,169,698 1,164,323 135,645 2,469,666 ― 2,469,666

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 40 205 245 (245) ―

計 1,169,698 1,164,363 135,851 2,469,912 (245) 2,469,666

　営業費用 1,108,868 1,286,723 278,812 2,674,405 137,055 2,811,460

　営業利益又は営業損失(△） 60,829 △122,360 △142,961 △204,492 (137,301) △341,793

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

            当中間連結会計期間は、本邦以外の国または地域に所在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。

 

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 　　　　　 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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「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９月30日までの要約中間連結財務諸表（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）中間連結貸借対照表

科目

前中間連結

会計期間末

（平成19年９月30日）

金額（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産 48,229,348

Ⅱ　固定資産 6,639,935

１　有形固定資産 3,986,583

２　無形固定資産 1,069,671

３　投資その他の資産 1,583,681

Ⅲ　繰延資産 37,792

資産合計 54,907,076

（負債の部）

Ⅰ　流動負債 29,558,043

Ⅱ　固定負債 2,798,149

Ⅲ　特別法上の準備金 1,862

負債合計 32,358,055

（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 △14,032,382

４　自己株式 △6,134

株主資本合計 22,535,716

Ⅱ　評価・換算差額等  

１　その他有価証券評価差額金 18,970

２　土地再評価差額金 △401,492

３　為替換算調整勘定 3,438

評価・換算差額等合計 △379,083

Ⅲ　少数株主持分 392,388

純資産合計 22,549,021

負債純資産合計 54,907,076

(要約）中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

金額（千円）

Ⅰ　売上高 5,164,415

Ⅱ　売上原価 15,689,294

売上総損失（△） △10,524,878

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,238,412

営業損失（△） △12,763,290

Ⅳ　営業外収益 17,477

Ⅴ　営業外費用 120,114

経常損失（△） △12,865,928

Ⅵ　特別利益 49,840

Ⅶ　特別損失 131,530

税金等調整前中間純損失(△) △12,947,618

法人税、住民税及び事業税 61,347

法人税等調整額 44,545

法人税等合計 105,892

少数株主利益 9,415

中間純損失（△） △13,062,927

(要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書

区分

前中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　 至　平成19年９月30日）

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,629,074

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー △23,193

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー △6,642,772

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2,031

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） △4,034,860

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中間期末残高 5,012,676

セグメント情報

　　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19年４月１日　至　平成19年９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)外部顧客に対する売上

高
― 3,935,704 1,228,711 5,164,415 ― 5,164,415

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 ― 3,935,704 1,228,711 5,164,415 ― 5,164,415

営業費用 11,370,180 3,893,183 1,230,856 16,494,220 1,433,485 17,927,706

営業利益又は営業損失(△) △11,370,180 42,521 △2,145 △11,329,804 (1,433,485) △12,763,290
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「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
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「参考資料４」

要約四半期個別財務諸表（抜粋）

（要約）貸借対照表

科目
当第２四半期会計期間末

（平成20年９月30日）

金額（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産 5,354,388

Ⅱ　固定資産 8,901,749

１　有形固定資産 379,714

２　無形固定資産 7,406

３　投資その他の資産 8,514,628

資産合計 14,256,137

（負債の部）

Ⅰ　流動負債 1,120,009

Ⅱ　固定負債 3,801,831

負債合計 4,921,840

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１　資本金 1,636,065

２　資本剰余金 11,850,257

３　利益剰余金 △3,851,892

４　自己株式 △300,133

株主資本合計 9,334,297

純資産合計 9,334,297

負債純資産合計 14,256,137

(要約）損益計算書

科目

当第２四半期累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

金額（千円）

Ⅰ　営業収益 331,817

Ⅱ　営業費用 1,340,342

営業損失（△） △1,008,524

Ⅲ　営業外収益 1,851

Ⅳ　営業外費用 42,370

経常損失（△） △1,049,042

Ⅴ　特別利益 429,672

Ⅵ　特別損失 436,023

税引前四半期純損失(△) △1,055,394

法人税、住民税及び事業税 605

四半期純損失（△） △1,055,999

（注）この四半期貸借対照表および四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開

示におけるレビュー対象ではありません。
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