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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 2,816 22.2 30 ― △44 ― 526 ―
20年3月期第2四半期 2,303 △13.5 △2,273 ― △2,225 ― △1,455 ―

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 10,828.72 10,828.72
20年3月期第2四半期 △29,964.48 ―

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 6,603 4,462 56.8 77,202.24
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2四半期  3,753百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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） 

（注）詳細は、６ページ「定性的情報・財務情報等」の「４．その他（３）」をご覧ください。  

(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2四半期連結累計期間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、平成20年10月27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株式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2四半期  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2四半期  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2四半期  48,620株 20年3月期第2四半期  48,586株
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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

通　期 5,800 1.7 上限　　 600 － 上限　　 450 － 上限    910 － 18,716 57

下限　   280 － 下限　   130 － 下限　  580 － 11,929 24

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）の業績は、売上高

2,816,772千円（前年同期比22.2％増）、営業利益30,889千円（前年同期は2,273,228千円の営業損失）、経常損失

44,256千円（前年同期は2,225,334千円の経常損失）、税金等調整前四半期純損失141,827千円（前年同期は

3,743,167千円の税金等調整前四半期純損失）、四半期純利益526,492千円（前年同期は1,455,854千円の四半期純

損失）となりました。 

 このような結果になった理由、即ち、税金等調整前四半期純損失が１億円強であったにもかかわらず四半期純利

益を５億円強計上できた理由は、当社グループ会社において今後の収益見通し等に照らして将来課税所得見積もり

を検討した結果、繰延税金資産を追加で704,830千円計上できたことにあります。 

 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２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,295,261千円（前年同期比20.6％

増）、営業利益217,346千円（同16.2％増）となりました。 

 昨今の金融経済情勢のもと、企業再生コンサルティングニーズが高まってきており案件の受注状況が引き続き堅

調であることから、業績は順調に推移いたしました。 

  

（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２四半期連結累計期間の業績は、売上高445,965千円（前年同期比5.5％

増）、営業利益180,954千円（同7.0％増）となりました。 

 前期からの仕込み案件も含めコンサルティング案件の受注が順調に推移したことから、当初計画以上の業績を確

保できました。 

 ただし通期業績につきましては、不動産市況が急激に厳しくなっ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２四半期連結累計期間の業績は、売上高256,805千円

（前年同期比11.7％増）、営業利益10,733千円（前年同期は103,668千円の営業損失）となりました。 

 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、その結果、当第２四半期連結累計期間の業績

は若干の営業利益を計上することができました。 

  

（投資ファンド事業） 

 投資ファンド事業の当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高445,862千円（前年同期比465.1％増）、営業損

失417,289千円（前年同期は2,634,173千円の営業損失）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社に対する投融資について株式評価損・貸倒引当金

を合計645,914千円計上したため営業損失となりました。 

  

（ＦＰ関連事業） 

 ＦＰ関連事業の当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高426,119千円（前年同期比20.1％減）、営業利益

38,669千円（同64.3％減）となりました。 

 大幅な株安・円高及び企業業績の下振れに伴う景気後退色が急速かつ一段と強まったことから、教育研修事業環

境が非常に厳しくなっており、比較的好調であった法人マーケットでも教育研修予算の削減や実務研修実施時期の

先送りが散見されるようになったこと等から、前年同期比減収減益となりました。 

   

 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53,242千円（経営コンサルティング事業38,192千

円、不動産コンサルティング事業218千円、資本・株式・株主に関するコンサルティング事業7,104千円、ＦＰ関連

事業7,727千円）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２四半期連結累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、営業投資有価証券の売却収入が416,000千円あった一方で、

短期借入金の純返済額が437,000千円、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685,122千円の資金減（前第２四半期連結累計期間は2,398,202千円の資金減）となりまし

た。その結果、当第２四半期連結累計期間末の資金残高は、1,455,722千円になりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、320,029千円（前年同期は1,105,363千円の

資金減）となりました。 

 これは、前年度決算等に基づく法人税等の支払額312,415千円等があったものの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）があったこと等によるものであ

ります。 

 なお、当第２四半期連結累計期間では税金等調整前四半期純損失141,827千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645,914千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２四半期連結累計期間での税金等調整前四半期純損失

141,827千円は、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２四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、41,288千円（前年同期は1,270,865千円の資

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２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、1,046,441千円（前年同期は21,973千円の資

金減）となりました。 

 これは、短期借入金の純返済額437,000千円、長期借入金の返済額220,000千円、社債の償還額100,000千円、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）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２四半期累計期間は、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は引き

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、昨今の経済金融情勢のもと、企業再生コンサルティングニーズの高まりから

案件の受注状況は堅調であり、順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Ｍ＆Ａコンサルティ

ングなど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２四半期累計期間は、前期からの仕込み案件も含めコンサルティング案件の受注が順調であり、当初計

画以上の業績を確保できました。 

 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っており、下期業績につきましては慎重

に捉えております。 

 市況の変化に合わせ、不動産仲介のみならず、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うことにより、通期においてもある程度の業績確保を実現したい

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２四半期累計期間は、若干の営業利益を計上することができました。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。 

 当期（通期）につきましては、ビジネスモデルの転換を実現し相応の業績貢献を目指してまいります。  

 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、受注確度の高い中小型の

案件を中心に営業活動を行っております。 

 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は、受注が順調に増加しており、そのニーズに対応可能な人員配置を行

っております。 

 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 

(a) キャピタルパートナー・一号及び同二号ファンド 

当第２四半期累計期間は、キャピタルパートナー・一号ファンドでは投資先企業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。 

一方でキャピタルパートナー・二号ファンド投資先企業１社について株式評価損222,353千円計上すること

になり、かつ同投資先企業に対する貸付金について423,560千円の貸倒引当金を計上したことにより、営業赤

字となりました（第１四半期においては同貸付金について貸倒引当金681,573千円を計上しておりましたが、

同投資先企業の事業譲渡により同二号ファンドの回収額が増加する見込みとなったことから、当第２四半期累

計期間においては貸倒引当金繰入額の計上額を258,012千円減額いたしました。）。 

 当期（通期）につきましては、同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、同

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傾注してまいります。なお、現下の経済情勢を鑑みますと楽観視できませんが、同二

号ファンドの事業再生途上にある残存投資先２社について再生が軌道に乗りつつありますので、これらをしっ

かり再生させることが現時点での最大の課題と捉えております。但し、経済環境の厳しさを考えますと急転悪

化することも起こり得ると考えられますので、細心の注意を払いながら再生に向けて努力を続けてまいりま

す。 

  

(b) 経営コンサルティングの一環としての事業承継ファンド 

 当第２四半期累計期間は、キャピタルソリューション壱号ファンドにおいて３件の事業承継案件に合計

102,586千円を投資実行いたしました。 

 今後もメガバンク等の協力のもと、事業承継問題を抱えている優良な中堅・中小企業をターゲットに慎重に

投資案件を発掘してまいります。 

  

⑤ ＦＰ関連事業 

(a) ＦＰ教育研修事業 

 当期は事業環境が多少アゲインストとの認識のもとにスタートし第１四半期は概ね計画どおり推移しました

が、第２四半期に入り大幅な株安・円高及び企業業績の下振れに伴う景気後退色が急速かつ一段と強まったこ

とから、㋑法人マーケットで教育研修予算の削減や実務研修実施時期の先送りが散見されるようになったこ

と、㋺個人マーケットでは生活防衛・不急消費の節約等の動きがより顕著になってきたこと、等事業環境が非

常に厳しくなったこともあり、法人マーケットで相当な奮闘をしたものの当第２四半期累計期間は計画比減収

減益となりました。 

 当期（通期）につきましては、事業環境は一段と厳しくなると見込んでおりますが、㋑ＦＰ資格取得講座斡

旋先企業の深掘と新規斡旋企業の開拓、㋺顧客ニーズを的確に捉えた企業向け実務研修の提案、㋩合理化・効

率化による生産性の向上等を進め、業績貢献を目指してまいります。 
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(b) 保険コンサルティング事業 

 当第２四半期累計期間は、営業赤字となってしまいました。 

 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。 

  

（２）連結業績予想 

 経営コンサルティング事業は、企業再生コンサルティングニーズの高まりから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、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・株主に関す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厳しい環境下にありますが、法人マ

ーケットにおける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を図り、また合理化・

効率化による生産性向上に努めることにより業績貢献を目指しております。 

 投資ファンド事業では、投資先企業の企業再生に全力を傾注いたします。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投資損失が発生することのなきよう、

慎重に事業再生の努力を積み重ねてまいります。 

 以上から、下半期につきましては投資ファンド事業において更なる投資損失は発生しないと見込んではおり

ますが、経済環境の厳しさもあり、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、当期は引き続き業績見込数値について上限額及び下限額を開示いたします。 

  

 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580百万円～910百万円を見込んでおります。 

  

 平成21年３月期の連結業績予想数値（平成20年10月27日修正公表済）       （単位：百万円） 

  

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 

①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。 

②通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっていました

が、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。この変更による損益に与える影響はありません。 

  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

通 期      5,800
上限  600 上限  450 上限  910 

下限  280 下限  130 下限  580 
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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 1,455,722 1,980,845

受取手形及び売掛金 426,354 485,747

営業投資有価証券 713,319 938,822

営業貸付金 918,573 961,573

有価証券 10,015 169,985

商品 63,751 79,356

貯蔵品 2,524 3,665

繰延税金資産 259,086 75,619

その他 292,850 484,296

貸倒引当金 △661,731 △327,546

流動資産合計 3,480,467 4,852,366

固定資産   

有形固定資産 200,962 214,193

無形固定資産   

のれん 2,446 65,689

その他 10,357 10,625

無形固定資産合計 12,803 76,314

投資その他の資産   

投資有価証券 1,624,448 1,742,277

繰延税金資産 828,583 336,484

その他 460,141 470,804

貸倒引当金 △21,049 △20,719

投資その他の資産合計 2,892,124 2,528,847

固定資産合計 3,105,890 2,819,355

繰延資産 16,857 20,278

資産合計 6,603,214 7,691,999

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,352 53,802

短期借入金 399,000 836,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払法人税等 71,060 312,001

前受金 44,482 45,875

賞与引当金 59,809 60,757

返品調整引当金 1,413 1,281

その他 181,145 372,989

流動負債合計 986,263 1,882,707

固定負債   

社債 790,000 890,000

長期借入金 330,000 550,000

繰延税金負債 2,998 17,404

その他 31,539 32,845

固定負債合計 1,154,537 1,490,249

負債合計 2,140,801 3,372,957
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（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) 

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 834,353 307,860

自己株式 △200,385 △200,385

株主資本合計 3,752,038 3,225,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,534 28,529

評価・換算差額等合計 1,534 28,529

新株予約権 9,093 7,542

少数株主持分 699,746 1,057,425

純資産合計 4,462,413 4,319,042

負債純資産合計 6,603,214 7,691,999
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（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 2,816,772

売上原価 1,097,336

返品調整引当金戻入額 1,281

返品調整引当金繰入額 1,413

売上総利益 1,719,304

販売費及び一般管理費 1,688,414

営業利益 30,889

営業外収益  

受取利息 4,057

受取配当金 1,970

その他 8,248

営業外収益合計 14,277

営業外費用  

支払利息 17,248

投資事業組合運用損 9,558

商品廃棄損 6,774

持分法による投資損失 43,222

その他 12,620

営業外費用合計 89,423

経常損失（△） △44,256

特別損失  

保険積立金解約損 1,545

投資有価証券評価損 19,999

債権放棄損 19,863

減損損失 56,161

特別損失合計 97,570

税金等調整前四半期純損失（△） △141,827

法人税、住民税及び事業税 71,266

法人税等調整額 △670,695

法人税等合計 △599,428

少数株主損失（△） △68,890

四半期純利益 526,492
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,262,055

売上原価 △73,816

返品調整引当金繰入額 △323

売上総利益 1,336,195

販売費及び一般管理費 825,476

営業利益 510,719

営業外収益  

受取利息 3,511

受取配当金 1,952

その他 2,427

営業外収益合計 7,891

営業外費用  

支払利息 7,957

投資事業組合運用損 8,808

商品廃棄損 6,774

持分法による投資損失 21,611

その他 8,077

営業外費用合計 53,229

経常利益 465,381

特別損失  

投資有価証券評価損 13,524

減損損失 56,161

特別損失合計 69,686

税金等調整前四半期純利益 395,694

法人税、住民税及び事業税 63,791

法人税等調整額 △633,511

法人税等合計 △569,720

少数株主利益 81,428

四半期純利益 883,986
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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（△） △141,827

減価償却費 18,952

のれん償却額 7,101

持分法による投資損益（△は益） 43,222

減損損失 56,161

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） 334,514

賞与引当金の増減額（△は減少） △947

返品調整引当金の増減額（△は減少） 132

受取利息及び受取配当金 △6,028

支払利息 17,248

投資事業組合運用損益（△は益） 9,558

投資有価証券評価損益（△は益） 19,999

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 970,532

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） 59,393

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,746

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 5,930

仕入債務の増減額（△は減少） △24,450

前受金の増減額（△は減少） △1,124

その他の資産の増減額（△は増加） 118,512

その他の負債の増減額（△は減少） △174,380

小計 648,011

利息及び配当金の受取額 1,913

利息の支払額 △17,479

法人税等の支払額 △312,415

営業活動によるキャッシュ・フロー 320,029

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 △3,754

無形固定資産の取得による支出 △1,612

投資有価証券の取得による支出 △316

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 41,288

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） △437,000

長期借入金の返済による支出 △220,000

社債の償還による支出 △100,000

少数株主からの出資受入による収入 71,591

配当金の支払額 △653

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 △1,046,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △685,122

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 1,455,722
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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  

    〔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） 

（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 

  

  

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 
1,257,069 445,747 249,700 445,862 418,392 2,816,772 － 2,816,772

(2) セグメント間の 

    内部売上高又は 

    振替高 

38,192 218 7,104 － 7,727 53,242 △53,242 －

計 1,295,261 445,965 256,805 445,862 426,119 2,870,015 △53,242 2,816,772

営業利益又は営

業損失（△） 
217,346 180,954 10,733 △417,289 38,669 30,415 474 30,889

〔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。 

  

〔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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  ①前第２四半期連結累計期間 

  

  
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            2,303,805  100.0

Ⅱ 売上原価        2,964,913  128.7

 差引        △661,107  △28.7

 返品調整引当金戻入益        1,313  0.0

 返品調整引当金繰入額        1,926  0.0

売上総損失（△）        △661,720  △28.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,611,507  70.0

営業損失（△）        △2,273,228  △98.7

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  32,560            

２．受取配当金  3,689            

３．投資有価証券売却益      64,975            

４．その他  11,936  113,162  4.9

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  31,865            

２．投資事業組合損失  8,734            

３．商品廃棄損  7,434            

４．社債発行費償却  4,525            

５．その他  12,709  65,268  2.8

経常損失（△）        △2,225,334  △96.6

Ⅵ 特別損失                  

１．投資有価証券評価損  173,200            

２．貸倒引当金繰入額  80,000            

３．関係会社株式評価損  1,264,633  1,517,833  65.9

税金等調整前中間純損失（△）        △3,743,167  △162.5

法人税、住民税及び事業税  132,960            

法人税等調整額  △274,220  △141,260  △6.1

少数株主損失（△）        △2,146,052  △93.2

中間純損失（△）        △1,455,854  △63.2
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  ②前第２四半期連結会計期間 

  

  

  
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成19年７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            1,247,104  100.0

Ⅱ 売上原価        2,811,242  225.4

 差引        △1,564,137  △125.4

 返品調整引当金繰入額        △81  △0.0

売上総損失（△）        △1,564,056  △125.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費        846,872  67.9

営業損失（△）        △2,410,929  △193.3

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  28,206            

２．投資有価証券売却益      64,975            

３．その他  △947  92,235  7.4

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  16,672            

２．投資事業組合損失  7,984            

３．商品廃棄損  7,434            

４．社債発行費償却  2,334            

５．その他  7,892  42,318  3.4

経常損失（△）        △2,361,012  △189.3

Ⅵ 特別損失                  

１．投資有価証券評価損  53,200            

２．貸倒引当金繰入額  80,000            

３．関係会社株式評価損  1,264,633  1,397,833  112.1

税金等調整前四半期純損失（△）        △3,758,845  △301.4

法人税、住民税及び事業税  43,546            

法人税等調整額  △196,828  △153,281  △12.3

少数株主損失（△）        △2,129,975  △170.8

四半期純損失（△）        △1,475,587  △118.3
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（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(△） △3,743,167

減価償却費 32,906

のれん償却額 81

関係会社株式評価損 1,264,633

投資損失引当金の増減額（減少：△） 206,156

貸倒引当金の増減額（減少：△） 179,239

賞与引当金の増減額（減少：△） 10,661

返品調整引当金の増減額（減少：△） 612

受取利息及び受取配当金 △36,250

支払利息 31,865

社債発行費償却額 4,525

投資事業組合損失 8,734

投資有価証券売却益 △64,975

投資有価証券評価損 173,200

営業投資有価証券の増減額（増加：△） 1,167,949

営業貸付金の増減額（増加：△） 388,227

売上債権の増減額（増加：△） 159,897

たな卸資産の増減額（増加：△） △4,462

敷金・保証金の増減額（増加：△） △121,160

仕入債務の増減額（減少：△） △34,128

前受金の増減額（減少：△） △29,828

その他の営業資産の増減額（増加：△） △38,080

その他の営業負債の増減額（減少：△） △167,462

小計 △610,825

利息及び配当金の受取額 36,250

利息の支払額 △31,806

法人税等の支払額 △498,981

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,105,363

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 △7,236

無形固定資産の取得による支出 △3,985

投資有価証券の取得による支出 △75,312

投資有価証券の売却による収入 87,584

投資有価証券からの分配による収入 2,700

貸付けによる支出 △2,310,000

貸付金の回収による収入 1,033,000

その他投資による支出 △8,646

その他投資による収入 11,030

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,270,865

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △90,000

少数株主からの出資受入れによる収入 159,000

自己株式の売却による収入 6,213

配当金の支払額 △96,267

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 △21,973

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少額：△） △2,398,202

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中間期末残高 2,306,943
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（３）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） 

  

  

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 
 1,051,753  422,279  227,252  78,890  523,628  2,303,805 －   2,303,805

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 21,657  299  2,572 －   9,972  34,502 △34,502 －  

計  1,073,411  422,579  229,824  78,890  533,601  2,338,307 △34,502  2,303,805

営業費用  886,475  253,601  333,493  2,713,063  425,253  4,611,887 △34,853  4,577,033

営業利益又は営業損

失（△）  
 186,936  168,977  △103,668 △2,634,173  108,348 △2,273,579 351△2,273,228

〔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。 

  

〔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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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