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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 1,903 ― △520 ― △497 ― △488 ―

20年3月期第2四半期 10,592 △12.3 △2,199 ― △2,248 ― △1,702 ―

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 △2.35 ―

20年3月期第2四半期 △8.22 ―

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 6,781 4,414 63.1 20.18
20年3月期 11,609 5,109 42.8 23.97

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,282百万円 20年3月期  4,963百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
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  無  
 

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 7,000 △59.0 150 ― 70 ― 200 ― 0.95

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） 

(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）上記の業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。したがって実際の業績は、経済、株式市況、その他
様々な事業環境の変動に関するリスクや不確定要因により、上記記載の予想数値と異なる場合があります。 
また、一般事業会社と異なり、相対的に少数・大規模の案件を、ＩＰＯ、バイアウト等による投資回収に導く投資事業の事業特性から、短期における収益の平準化が困難
であり、さらに、Ｍ＆ＡやＩＰＯ実行後の保有株式には株価変動が生じ、投資回収のタイミングそのものの短期予測も困難であることから、半期ごとではなく通期の業績予
想を行います。 
（2）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。  

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 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  212,324,287株 20年3月期  207,180,381株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  115,467株 20年3月期  95,547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  208,362,627株 20年3月期第2四半期  207,081,834株



（参考）連結経営成績（会計期間） （平成20年７月１日～平成20年９月30日） 

（％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 692 － △399 － △407 － △390 －

20年３月期第２四半期 － － － － － － － －

 
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 △1 86 － －

20年３月期第２四半期 － － － －



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２四半期連結累計期間における経営環境は、世界的な金融危機が広がるなか、わが国においても景気の後退懸

念が一段と強まり、日経平均株価も６月以降、長期的な下落傾向に推移しました。 

  さらに９月の米国投資銀行の破綻を契機とした信用不安を背景に金融資本市場が著しく不安定な状況となり、世界

各国の株式市場も歴史的な下落を見せました。 

 このような状況のなか、インベストメントバンキング事業においては、世界的な株価下落に伴い、上場株式の運用

売買を見合わせたこと及び一部の大型ＥＸＩＴ（投資回収）が第３四半期以降の計画となっているため、前年同期比

で減収となりましたが、株式評価損の縮小並びに人件費の削減及び効率的な会社運営による経費削減効果により、損

益面では大幅に改善いたしました。また、産業資材事業においては、前第２四半期連結会計期間末に同事業の中核企

業であった㈱ダイフレックスの株式を売却したことにより、連結の範囲から除外したため、同事業の売上高は大幅に

減少しました。 

 以上により、当第２四半期連結累計期間における連結業績は売上高19億３百万円（前年同期比、86億89百万円

減）、営業損失５億20百万円（同、16億79百万円減）、経常損失４億97百万円（同、17億51百万円減）、四半期純損

失４億88百万円(同、12億13百万円減)となりました。  

 なお、前年同期比の金額は参考として記載しております。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度に比べ、48億27百万円減少し67億81百万

円となりました。負債は、前連結会計年度に比べ、41億32百万円減少し23億67百万円となりました。これは、新株

予約権付社債の買入消却の原資確保のため、保有株式のＥＸＩＴ（投資回収）を行ったことにより営業投資有価証

券が減少し、また新株予約権付社債の買入消却をしたことにより同社債残高が減少したためであります。純資産

は、前連結会計年度に比べ、６億94百万円減少し44億14百万円となりました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間中に新株予約権付社債の買入消却を行ったことにより負債が減少したため、自

己資本比率が42.8％から20.3ポイント上昇し63.1％と大幅に改善いたしました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、20億94百万円のキャッシュ・インフローとなりました。その主な要因

は、保有株式のＥＸＩＴ（投資回収）による投資資金の回収によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、７億54百万円のキャッシュ・インフローとなりました。その主な要因

は、貸付金の回収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）  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、42億７百万円のキャッシュ・アウトフローとなりました。その主な要

因は、新株予約権付社債の発行による収入（発行時の社債発行費を控除した純額）が９億97百万円あったものの

新株予約権付社債の買入消却による支出が50億円あったためであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当期の経営環境につきましては、金融資本市場の回復には期初の予想よりも更に長い時間を要し、景気後退傾向が

一段と強まる状況が想定されます。 

 当社は当期を初年度とする３ヶ年の中期経営計画を推進し、経営基盤の再構築に取り組むとともに収益力・成長力

の回復及び財務体質の改善を図っております。平成21年３月期は、投資リスクの管理及び経営体制の整備・強化に重

点を置き、利益体質への転換の基礎固めを行う重要な年度として位置づけております。 

 なお、当第２四半期において、通期連結業績予想の見直しはありません。  



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  

 該当事項はありません。 

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たな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法及び最終仕入原価

法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「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、主として移動平均法による原価法及び

最終仕入原価法による原価法（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）に変更し

ております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は、13,572千円増加しております。  

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、賃貸借処理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））及び「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、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、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が平成

20年３月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。  



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 1,081,211 2,273,837

受取手形及び売掛金 528,990 770,142

営業投資有価証券 2,669,939 2,298,955

商品 795,319 705,233

短期貸付金 975,000 1,725,000

その他 153,780 165,721

貸倒引当金 △173,231 △181,355

流動資産合計 6,031,009 7,757,535

固定資産   

有形固定資産 127,360 143,763

無形固定資産   

のれん 9,150 10,793

その他 10,904 7,362

無形固定資産合計 20,055 18,156

投資その他の資産   

投資有価証券 420,000 420,000

営業投資有価証券 － 3,081,281

その他 221,941 230,606

貸倒引当金 △46,838 △41,931

投資その他の資産合計 595,102 3,689,956

固定資産合計 742,519 3,851,876

繰延資産 8,411 －

資産合計 6,781,940 11,609,412

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 392,747 272,994

短期借入金 245,000 216,700

1年内返済予定の長期借入金 109,300 47,500

1年内償還予定の社債 200,000 400,000

1年内償還予定の新株予約権付社債 924,000 5,000,000

引当金 24,980 21,672

その他 244,781 337,570

流動負債合計 2,140,809 6,296,436

固定負債   

長期借入金 113,250 60,000

退職給付引当金 112,617 106,279

その他 328 37,158

固定負債合計 226,196 203,437

負債合計 2,367,005 6,499,874



（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 3,042,000 7,964,055

資本剰余金 1,542,746 1,445,710

利益剰余金 △68,157 △4,483,585

自己株式 △10,285 △14,512

株主資本合計 4,506,303 4,911,668

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △222,988 53,660

繰延ヘッジ損益 △690 △1,779

評価・換算差額等合計 △223,679 51,881

少数株主持分 132,310 145,988

純資産合計 4,414,934 5,109,537

負債純資産合計 6,781,940 11,609,412



（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 1,903,688

売上原価 1,231,564

売上総利益 672,124

販売費及び一般管理費 1,192,125

営業損失（△） △520,001

営業外収益  

受取利息 19,601

受取配当金 4,404

為替差益 23,721

その他 5,527

営業外収益合計 53,256

営業外費用  

支払利息 26,985

その他 3,336

営業外費用合計 30,321

経常損失（△） △497,067

特別利益  

前期損益修正益 798

貸倒引当金戻入額 7,189

関係会社株式売却益 999

特別利益合計 8,988

特別損失  

たな卸資産評価損 13,572

その他 710

特別損失合計 14,282

税金等調整前四半期純損失（△） △502,361

法人税、住民税及び事業税 1,633

法人税等調整額 △1,318

法人税等合計 314

少数株主損失（△） △13,678

四半期純損失（△） △488,997



（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 692,654

売上原価 520,675

売上総利益 171,979

販売費及び一般管理費 571,626

営業損失（△） △399,647

営業外収益  

受取利息 9,520

受取配当金 2,838

未払配当金戻入益 3,446

その他 1,128

営業外収益合計 16,933

営業外費用  

支払利息 14,427

為替差損 7,774

その他 2,244

営業外費用合計 24,446

経常損失（△） △407,161

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,681

賞与引当金戻入額 5,487

関係会社株式売却益 999

特別利益合計 11,168

特別損失  

固定資産除却損 260

店舗閉鎖損失 450

特別損失合計 710

税金等調整前四半期純損失（△） △396,702

法人税、住民税及び事業税 730

法人税等調整額 △2,295

法人税等合計 △1,565

少数株主損失（△） △5,105

四半期純損失（△） △390,032



（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（△） △502,361

減価償却費 24,251

のれん償却額 1,642

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,216

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,338

返品調整引当金の増減額（△は減少） △191

売上値引引当金の増減額（△は減少） 1,099

受取利息及び受取配当金 △24,006

支払利息 26,985

有形固定資産除却損 260

関係会社株式売却損益（△は益） △999

売上債権の増減額（△は増加） 241,039

たな卸資産の増減額（△は増加） △91,948

仕入債務の増減額（△は減少） 121,175

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 2,396,818

未収消費税等の増減額（△は増加） 6,340

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,455

その他の資産の増減額（△は増加） △5,667

その他の負債の増減額（△は減少） △103,803

その他 △16,299

小計 2,081,312

利息及び配当金の受取額 39,565

利息の支払額 △14,613

法人税等の支払額 △11,321

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,094,944

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 △7,171

無形固定資産の取得による支出 △4,480

子会社株式の売却による収入 1,000

貸付金の回収による収入 750,000

差入保証金の回収による収入 15,625

投資活動によるキャッシュ・フロー 754,974



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 245,000

短期借入金の返済による支出 △66,650

長期借入金の返済による支出 △35,000

社債の償還による支出 △200,000

新株予約権付社債の発行による収入 997,905

新株予約権付社債の買入消却による支出 △5,000,000

担保に供している預金の減少による収入 16,700

担保に供している預金の増加による支出 △165,050

自己株式の取得による支出 △1,356

自己株式の売却による収入 989

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,207,461

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,340,976

現金及び現金同等物の期首残高 1,923,837

現金及び現金同等物の四半期末残高 582,861



 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。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、営業キャッシュ・フローは大幅に改善し20億94百万円

のキャッシュの増加となりましたが、前々連結会計年度から当第２四半期連結累計期間まで連続して営業損失、

経常損失及び四半期（当期）純損失を計上したため、継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる状況にあり

ます。 

 当社グループの中核事業であるインベストメントバンキング事業（旧投資事業）は、投資先の株価や企業価値

の変動に業績が左右される事業特性を有しており、売買目的で保有している営業投資有価証券については、時価

評価差額を損益計算書に反映し、またそれ以外の営業投資有価証券につきましても、著しい株価の下落あるいは

企業価値の毀損が見られる場合には評価損を計上することとなります。このような背景のなか、一部の投資先の

経営破綻等により、株式評価損を計上したことなどが損失計上の主たる要因となりました。 

 当社グループはこのような状況を解消すべく、平成21年３月期を初年度とする３ヵ年の中期経営計画を策定

し、経営基盤の再構築に取り組むとともに収益力・成長力の回復及び財務体質の改善に努めております。  

当中期経営計画の骨子は下記のとおりです。 

１．事業基盤の再構築 

 投資事業はリスク管理（投資先の厳選強化）と収益の 大化（優良投資先の発掘とバリューアップ）に重点

を置いた新体制とし、人材と組織力を生かした「インベストメントバンキング事業」として展開してまいりま

す。   

 また、今後の成長が見込まれる事業分野である、プレミアムブランド事業及びコンサルティング事業（リス

クマネジメント＆アドバイザリー・サービス）を事業化することにより、収益の安定化を図ります。 

 なお、中期経営計画 終年度には営業利益の25％を２つの新規事業により生み出す計画であります。 

２．リスクマネーの確保 

 トップ・マネジメントによる海外投資家とのネットワークの再構築を行い、外国金融機関の開拓及び海外投

資家との連携投資の提案を通じ、外部投資家より資金提供を受け、インベストメントバンキングの事業展開を

側面から支援します。 

３．組織・人事体制の強化 

 事業戦略の転換に伴い、経営責任を負うトップ・マネジメントと執行責任を負うライン部門を直結した組織

体制といたします。また、投資のスペシャリストの確保・育成のため、外部からの招聘、コンサルティングフ

ァーム等の外部リソースの活用を行います。  

  以上により、中期経営計画における当期純利益（連結）は、平成21年３月期２億円を必達目標としておりま

す。また、平成22年３月期以降の連結損益計画は、投資先のひとつである連結子会社を将来的に売却する可能性

があり、策定が困難であるため、個別損益計画のみ策定しております。なお、平成22年３月期以降の個別損益計

画における当期純利益（個別）は、平成22年３月期５億円、平成23年３月期11億円であります。 

 財務面においては、投資資金の確保のため、平成21年３月期は40億８百万円（うち、10億８百万円は平成20年

４月30日に発行済）、平成22年３月期25億円、平成23年３月期15億円の資金調達を計画しております。 

 また、当初予定しておりました国内外の保険会社等を引受先とする第三者割当増資による５億円を含む上記の

資金調達につきましては、米国の金融危機に端を発する世界的な金融市場の混乱の影響により、再検討の必要が

生じる中、営業投資有価証券の売却活動を推し進め投資回収を図ってまいります。エルエムアイ㈱に対する短期

貸付金８億15百万円については平成20年12月末日までに回収する予定であります。 

 一方、平成20年４月30日発行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（社債残高９億24百万円）について

繰上償還いたしました。繰上償還資金は新規の短期借入金を充当いたしましたが、同短期借入金は上記の短期貸

付金の回収資金及び営業投資有価証券の売却代金により返済する計画であります。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務

諸表には反映しておりません。  



（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

（注）１．事業区分の方法 

当社及び連結子会社の事業内容に基づく区分によっております。 

２．各区分の主な事業内容 

インベストメントバンキング事業…プライベート・エクイティ投資、上場株式投資、プレＩＰＯ投資 

産業資材事業…………………………特殊フィルム・照明機材等の販売 

ファッション事業……………………ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売 

その他の事業…………………………プレミアムブランド事業、リスクマネジメント（保険）事業、アドバイザ

リー事業他 

３．事業区分名称の変更 

 前連結会計年度まで「投資事業」と表示していた事業について、第１四半期連結累計期間より「インベストメ

ントバンキング事業」と名称を変更しております。 

 
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） 

 
インベストメント

バンキング事業 

（千円） 

産業資材事業 

（千円） 

ファッション事業

（千円） 

その他の事業 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ．売上高            

(1）外部顧客に対する 

売上高 
△93,714 183,616 571,358 31,394 － 692,654 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ 56 － － △56 － 

計 △93,714 183,672 571,358 31,394 △56 692,654 

Ⅱ．営業損益 △316,379 △14,900 △65,937 △2,762 332 △399,647 

 
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） 

 
インベストメント

バンキング事業 

（千円） 

産業資材事業 

（千円） 

ファッション事業

（千円） 

その他の事業 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ．売上高            

(1）外部顧客に対する 

売上高 
279,940 388,402 1,173,975 61,370 － 1,903,688 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ 56 － － △56 － 

計 279,940 388,459 1,173,975 61,370 △56 1,903,688 

Ⅱ．営業損益 △433,247 △38,813 △49,314 706 668 △520,001 



〔所在地別セグメント情報〕 

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

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） 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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）

（注）１．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の一部行使によるものであります。 

２．平成20年６月27日開催の定時株主総会の決議により、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金を減少

し、その他資本剰余金へ振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、剰余金を処分し、その他資本

剰余金で繰越欠損を填補いたしました。 

  シンガポール その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） △123,969 1,535 △122,433 

Ⅱ 連結売上高（千円）     692,654 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） △17.9 0.2 △17.7 

  シンガポール その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） △2,253 53,449 51,195 

Ⅱ 連結売上高（千円）     1,903,688 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） △0.1 2.8 2.7 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成20年３月31日 残高 7,964,055 1,445,710 △4,483,585 △14,512 4,911,668 

当第２四半期連結累計期間中の 

変動額 
         

新株の発行（注１） 42,000 42,000     84,000 

資本金から剰余金への振替 

（注２） 
△4,964,055 4,964,055     － 

欠損填補（注２）   △4,904,425 4,904,425   － 

四半期純損失     △488,997   △488,997 

自己株式の取得       △1,356 △1,356 

自己株式の処分   △4,593   5,582 989 

当第２四半期連結累計期間中の 

変動額合計 
△4,922,055 97,036 4,415,428 4,226 △405,364 

平成20年９月30日 残高 3,042,000 1,542,746 △68,157 △10,285 4,506,303 



「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 

 
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   10,592,783 100.0 

Ⅱ 売上原価   8,615,707 81.3 

売上総利益   1,977,076 18.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,176,088 39.5 

営業損失   2,199,012 △20.8 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 19,540     

２．受取配当金 35,034     

３．為替差益 5,566     

４．その他 30,570 90,712 0.9 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 57,834     

２．手形売却損 33,711     

３．持分法による投資損失  30,085     

４．その他 18,398 140,029 1.3 

経常損失   2,248,329 △21.2 

Ⅵ 特別利益       

１．関係会社株式売却益 1,239,516     

２．その他 80,732 1,320,249 12.4 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 14,101     

２．固定資産除却損 1,217     

３．営業投資有価証券評価損  465,107     

４．投資損失引当金繰入額  488,998     

５．その他  37,647 1,007,071 9.5 

税金等調整前中間純損失   1,935,151 △18.3 

法人税、住民税及び事業税 39,023     

法人税等調整額 △64,945 △25,921 △0.2 

少数株主損失   206,420 △2.0 

中間純損失   1,702,808 △16.1 

       



（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 △1,935,151 

減価償却費  97,678 

のれん償却額 52,615 

貸倒引当金の増加額  1,996 

投資損失引当金の増加額  488,998 

賞与引当金の減少額  △2,630 

退職給付引当金の増加額  21,621 

返品調整等引当金の減少額  △4,306 

売上値引引当金の増加額  1,960 

製品工事保証等引当金の増加額  8,945 

受取利息及び受取配当金  △54,574 

支払利息  57,834 

持分法による投資損失  30,085 

関係会社株式売却益  △1,239,516 

有形固定資産除却損 1,217 

有形固定資産売却損  14,101 

売上債権の減少額  484,569 

たな卸資産の増加額  △417,346 

仕入債務の減少額 △447,953 

営業投資有価証券の増加額  △225,272 

その他資産の減少額  76,550 

その他負債の増加額  16,528 

未払消費税等の減少額 △10,316 

その他  △10,101 

小計 △2,992,466 

利息及び配当金の受取額  47,004 

利息の支払額  △49,145 

法人税等の支払額  △83,109 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,077,718 

 



 
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） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増加額  4,883 

有形固定資産の取得による支出  △153,734 

有形固定資産の売却による収入  3,980 

関係会社株式の売却による収入  100,000 

無形固定資産の取得による支出 △12,809 

無形固定資産の売却による収入  38 

連結子会社株式の売却による支出  △518,527 

貸付による支出  △118,500 

貸付金の回収による収入  26,106 

営業譲受による支出  △5,000 

差入保証金の増加額  △63,811 

その他  10,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △727,375 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  1,606,560 

短期借入金の返済による支出  △1,192,800 

長期借入れによる収入  125,000 

長期借入金の返済による支出  △315,393 

担保に供している預金の増加による支出 △150,000 

自己株式の取得による支出  △1,814 

自己株式の売却による収入  1,057 

少数株主からの払込みによる収入  823,000 

少数株主への配当金の支払額  △120 

その他  △3,574 

財務活動によるキャッシュ・フロー 891,916 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3,270 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △2,909,906 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,161,194 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,251,288 

    



（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） 

（注）１．事業区分の方法  

     当社及び連結子会社の事業内容に基づく区分によっております。 

   ２．各区分の主な事業内容 

     投資事業  ………プライベート・エクイティ投資、ＥＰＩ投資、プレＩＰＯ投資 

     産業資材事業………合成樹脂建材、防水工法の開発・販売、特殊フィルム・照明機材等の販売、建築用床材の

製造・販売 

     ファッション事業…ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売 

     その他の事業………保険代理店業、不動産賃貸業、Ｗｅｂインテグレーション事業等 

〔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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。  

〔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％未満となったため、海外売上高の記載を省略しております。  

 
投資事業 
（千円） 

産業資材事業
（千円） 

ファッション
事業 

（千円） 

その他の事業
（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 1,211,674 7,918,381 1,240,595 222,130 － 10,592,783 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 1,211,674 7,918,381 1,240,595 222,130 － 10,592,783 

営業費用 2,908,726 8,367,437 1,303,076 219,547 (6,992) 12,791,795 

営業損益 △1,697,052 △449,055 △62,480 2,583 6,992 △2,199,012 
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