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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 4,073 12.7 340 ― 226 ― 691 ―
20年3月期第3四半期 3,611 △36.7 △2,021 ― △2,006 ― △1,400 ―

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3四半期 14,219.29 ―
20年3月期第3四半期 △28,824.85 ―

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3四半期 6,395 4,460 61.3 80,709.33
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3四半期  3,924百万円 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  無  

※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）  有  

新規    －社              除外    １社（キャピタルパートナー・一号投資事業有限責任組合） 
（注）詳細は、６ページ「定性的情報・財務諸表等」の「４．その他（１）」をご覧ください。  

(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・財務諸表等」の「４．その他（３）」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な理由による説明、その他特記事項 
１．２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、５～６ページをご参照ください。 
 
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。  

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3四半期  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3四半期  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3四半期  48,620株 20年3月期第3四半期  48,597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

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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 当社グループの当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）の業績は、売上高

4,073,797千円（前年同期比12.7％増）、営業利益340,426千円（前年同期は2,021,503千円の営業損失）、経常利

益226,432千円（前年同期は2,006,473千円の経常損失）、税金等調整前四半期純利益128,861千円（前年同期は

3,591,079千円の税金等調整前四半期純損失）、四半期純利益691,341千円（前年同期は1,400,801千円の四半期純

損失）となりました。 

 なお、当第３四半期（平成20年10月～12月の３ヵ月間）の連結業績は、売上高1,257,025千円、営業利益309,536

千円、経常利益270,688千円、税金等調整前第３四半期純利益270,688千円となりました。 

 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３四半期連結累計期間の業績は、売上高2,127,572千円（前年同期比22.9％

増）、営業利益443,197千円（同35.0％増）となりました。 

 なお、当第３四半期（平成20年10月～12月の３ヵ月間）の業績は、売上高832,310千円、営業利益225,850千円と

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り、案件の受注状況が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３四半期連結累計期間の業績は、売上高554,147千円（前年同期比3.3％

減）、営業利益168,473千円（同18.1％減）となりました。 

 なお、 当第３四半期（平成20年10月～12月の３ヵ月間）の業績は、売上高108,181千円、営業損失12,481千円と

なりました。 

 厳しい不動産市況のもと、当第３四半期（平成20年10月～12月の３ヵ月間）ではコンサルティング案件受注に苦

戦いたしましたが、上半期までの業績が順調に推移していたことから、第３四半期累計期間では相応の業績を確保

できました。 

  

（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３四半期連結累計期間の業績は、売上高444,766千円

（前年同期比13.6％減）、営業利益74,704千円（同645.8％増）となりました。 

 なお、当第３四半期（平成20年10月～12月の３ヵ月間）の業績は、売上高187,961千円、営業利益63,970千円と

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たこと、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だことにより、当第３四半期連結累計期間の業

績は前年同期比増益となりました。 

  

（投資ファンド事業） 

 投資ファンド事業の当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高445,862千円（前年同期比316.1％増）、営業損

失364,000千円（前年同期は2,677,155千円の営業損失）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567,496千円計上したため営業損失となりました。 

 なお、当第３四半期（平成20年10月～12月の３ヵ月間）の業績は営業利益53,288千円となっております。これは

同二号ファンド投資先企業１社に対する貸付金について第２四半期末において423,560千円貸倒引当金を計上して

おりましたが、当第３四半期において回収見込額が78,418千円増加したことから、同貸付金に対する貸倒引当金繰

入額を78,418千円減額したことによります。 

  

（ＦＰ関連事業） 

 ＦＰ関連事業の当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高578,111千円（前年同期比21.6％減）、営業利益

17,200千円（同84.4％減）となりました。 

 なお、当第３四半期（平成20年10月～12月の３ヵ月間）の業績は、売上高151,991千円、営業損失21,468千円と

なりました。 

 企業業績の急下降・雇用状況の急悪化等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

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 
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法人マーケットでも教育研修予算の見直し・削減に伴う実務研修実施の見送り・先送りが顕在化したこと等から、

前年同期比大幅な減収減益となりました。 

   

 なお、当第３四半期連結累計期間の各セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高76,662千円（経営コ

ンサルティング事業40,710千円、不動産コンサルティング事業694千円、資本・株式・株主に関するコンサルティ

ング事業24,946千円、ＦＰ関連事業10,311千円）が含まれております。 

  

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３四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、営業貸付金の

回収収入が337,876千円あった一方で、短期借入金の純返済額が496,000千円、長期借入金の返済額が307,000千

円、少数株主への分配金支払額が472,072千円あったこと等から485,338千円の資金減（前第３四半期連結累計期

間は3,173,787千円の資金減）となりました。その結果、当第３四半期連結累計期間末の資金残高は、1,625,971

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３四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、778,610千円（前年同期は1,238,666千円の

資金減）となりました。 

 これは、法人税等の支払額346,269千円等があった一方で、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）、営業貸付金の回収収入337,876千円（キャピタルパ

ートナー・二号ファンドから同ファンド投資先企業に対する貸付金の回収）、四半期純利益128,861千円があった

こと等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） 

 当第３四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、40,719千円（前年同期は1,714,663千円の資

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３四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、1,304,668千円（前年同期は220,458千円の

資金減）となりました。 

 これは、短期借入金の純返済額496,000千円、長期借入金の返済額307,000千円、社債の償還額100,000千円、少

数株主への分配金の支払額472,072千円（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。 
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（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３四半期累計期間は、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

の受注状況は順調であり業績は堅調に推移いたしました。 

 当期（通期）につきましては、引き続き企業再生コンサルティングの受注状況が順調であることから、堅調

な業績を確保できると見込んでおります。 

  

② 不動産コンサルティング事業 

 当第３四半期（平成20年10月～12月）は厳しい不動産市況のもとコンサルティング案件受注に苦戦いたしま

したが、上半期までの業績が順調に推移していたことから、当第３四半期累計期間ではある程度の業績は確保

することができました。 

 第４四半期においても厳しい不動産市況ではありますが、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できると見込んでおります。 

  

③ 資本・株式・株主に関するコンサルティング事業 

 当第３四半期累計期間は、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たこと、及び大型

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を行ったことから

業績は順調に推移いたしました。 

 当期（通期）につきましても、ビジネスモデルの転換が軌道に乗ってきたことから受注状況は比較的順調で

あり、順調な業績を確保することができると見込んでおります。 

   

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３四半期累計期間は、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345,143千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。 

 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社の売却とファンドの清算を目指し、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引き続き傾注してまいります。特に、現下の経済情勢を鑑みますと楽観視はできません

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 大の課題と捉えております。 

  

(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３四半期末においては、キャピタルソリューション壱号ファンドで３件の事業承継案件に合計102,586

千円を投資実行しております。 

 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 

 当期の事業環境は多少アゲインストとの認識にてスタートし第１四半期は概ね計画通りに推移しました。し

かしながら第２四半期央からの金融・経済環境の激変に伴う企業業績の急下降・雇用状況の急悪化等から第３

四半期に至り事業環境は一段と悪化し、①生活防衛・不急消費節約の動きが顕著になってきていた個人マーケ

ットに加え②法人マーケットにおいても教育研修予算の見直し・削減に伴い実務研修実施の見送り・先送り等

の動きが顕在化した結果、当第３四半期累計期間の業績は計画比及び前年同期比とも減収減益になりました。

 当期（通期）は、厳しい事業環境が続くものと見込んでおりますが、㋑資格取得講座斡旋先企業の深掘り㋺

顧客ニーズを的確に捉えたオーダーメード型実務研修の提案等を地道に且つスピーディに進める一方で㋩引き

続き合理化・効率化による生産性の向上を図ることにより業績貢献を目指してまいります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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(b) 保険コンサルティング事業 

 当第３四半期累計期間は、営業赤字となりました。 

 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。 

  

（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堅調な業績を確保できると考

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第４四半期間での利益の積上げは厳しい状況

にありますが、ある程度の業績は確保できる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、コスト構造の見直し、ビジネスモデルの転換が軌道に

乗りましたので、順調な業績確保ができると考えております。 

 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

ーケットにおける既取引先の深掘り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、残存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、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、第４四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平成20年10月27日に公表した見込み通り、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                     （単位：百万円） 

  

 キャピタルパートナー・一号投資事業有限責任組合は、連結財務諸表に与える影響が乏しくなったため、当

第３四半期連結会計期間末より連結の範囲から除いております。 

  

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。  

  

  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 

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） 

（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 

（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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,625,971 1,980,845

受取手形及び売掛金 460,806 485,747

営業投資有価証券 701,686 938,822

営業貸付金 623,696 961,573

有価証券 10,015 169,985

商品 28,828 79,356

貯蔵品 2,035 3,665

繰延税金資産 175,777 75,619

その他 261,068 484,296

貸倒引当金 △573,610 △327,546

流動資産合計 3,316,277 4,852,366

固定資産   

有形固定資産 193,904 214,193

無形固定資産   

のれん 2,406 65,689

その他 9,458 10,625

無形固定資産合計 11,864 76,314

投資その他の資産   

投資有価証券 1,613,295 1,742,277

繰延税金資産 803,133 336,484

その他 470,799 470,804

貸倒引当金 △28,569 △20,719

投資その他の資産合計 2,858,658 2,528,847

固定資産合計 3,064,428 2,819,355

繰延資産 15,146 20,278

資産合計 6,395,852 7,691,999

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 36,451 53,802

短期借入金 340,000 836,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払法人税等 23,346 312,001

前受金 45,859 45,875

賞与引当金 － 60,757

返品調整引当金 1,489 1,281

その他 219,261 372,989

流動負債合計 866,408 1,882,707

固定負債   

社債 790,000 890,000

長期借入金 243,000 550,000

繰延税金負債 4,932 17,404

その他 30,561 32,845

固定負債合計 1,068,493 1,490,249

負債合計 1,934,902 3,372,957
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 999,202 307,860

自己株式 △200,385 △200,385

株主資本合計 3,916,887 3,225,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,200 28,529

評価・換算差額等合計 7,200 28,529

新株予約権 10,490 7,542

少数株主持分 526,371 1,057,425

純資産合計 4,460,950 4,319,042

負債純資産合計 6,395,852 7,691,999
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（２）四半期連結損益計算書  
 （第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,073,797

売上原価 1,191,053

返品調整引当金戻入額 1,281

返品調整引当金繰入額 1,489

売上総利益 2,882,536

販売費及び一般管理費 2,542,109

営業利益 340,426

営業外収益  

受取利息 4,465

受取配当金 1,970

その他 12,382

営業外収益合計 18,818

営業外費用  

支払利息 23,588

投資事業組合運用損 10,308

商品廃棄損 6,774

持分法による投資損失 64,833

その他 27,307

営業外費用合計 132,812

経常利益 226,432

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

のれん償却額 56,161

特別損失合計 97,570

税金等調整前四半期純利益 128,861

法人税、住民税及び事業税 57,221

法人税等調整額 △562,634

法人税等合計 △505,413

少数株主損失（△） △57,067

四半期純利益 691,341
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,257,025

売上原価 93,716

返品調整引当金繰入額 76

売上総利益 1,163,231

販売費及び一般管理費 853,695

営業利益 309,536

営業外収益  

受取利息 407

その他 4,133

営業外収益合計 4,541

営業外費用  

支払利息 6,340

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 14,687

営業外費用合計 43,389

経常利益 270,688

税金等調整前四半期純利益 270,688

法人税、住民税及び事業税 △14,044

法人税等調整額 108,060

法人税等合計 94,015

少数株主利益 11,823

四半期純利益 164,849

TFPコンサルティンググループ㈱（4792）　平成21年3月期　第3四半期決算短信TFPコンサルティンググループ㈱（4792）　平成21年3月期　第3四半期決算短信

10



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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利益 128,861

減価償却費 28,505

のれん償却額 7,141

持分法による投資損益（△は益） 64,833

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） 253,914

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,757

返品調整引当金の増減額（△は減少） 208

受取利息及び受取配当金 △6,436

支払利息 23,588

投資事業組合運用損益（△は益） 10,308

投資有価証券売却損益（△は益） 7,429

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） 982,765

営業貸付金の増減額（△は増加） 337,876

売上債権の増減額（△は増加） 24,940

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,157

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 6,284

仕入債務の増減額（△は減少） △17,351

その他の資産の増減額（△は増加） 103,116

その他の負債の増減額（△は減少） △158,082

小計 1,141,231

利息及び配当金の受取額 1,930

利息の支払額 △18,282

法人税等の支払額 △346,269

営業活動によるキャッシュ・フロー 778,610

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 △6,327

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 △416

投資有価証券の売却による収入 4,445

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 △4,383

その他の収入 2,875

投資活動によるキャッシュ・フロー 40,719
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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） △496,000

長期借入金の返済による支出 △307,000

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 △827

少数株主への分配金の支払額 △472,072

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 △1,304,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △485,338

現金及び現金同等物の期首残高 2,140,845

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△29,535

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,625,971
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 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。 

 なお、（２）四半期連結損益計算書（第３四半期連結会計期間）の「法人税、住民税及び事業税」は、第３四半期

連結累計期間の「法人税、住民税及び事業税」計上額から第２四半期連結累計期間の「法人税、住民税及び事業税」

計上額を差し引いた金額で計上しております。 「法人税等調整額」についても同様に計算し、計上しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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 
2,086,861 553,452 419,820 445,862 567,800 4,073,797 － 4,073,797

(2) セグメント間の 

    内部売上高又は 

    振替高 

40,710 694 24,946 － 10,311 76,662 △76,662 －

計 2,127,572 554,147 444,766 445,862 578,111 4,150,460 △76,662 4,073,797

営業利益又は営

業損失（△） 
443,197 168,473 74,704 △364,000 17,200 339,575 891 340,466

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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）四半期連結損益計算書 

  ①前第３四半期連結累計期間 

  

  

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高            3,611,776  100.0

Ⅱ 売上原価        3,148,285  87.2

 差引        463,490  12.8

 返品調整引当金戻入益        1,313  0.0

 返品調整引当金繰入額        2,094  0.0

売上総利益        462,710  12.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,484,214  68.8

営業損失（△）        △2,021,503  △56.0

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  47,262            

２．受取配当金  3,690            

３．投資有価証券売却益      64,975            

４．その他  15,084  131,013  3.6

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  46,875            

２．投資事業組合損失  9,502            

３．商品廃棄損  7,434            

４．社債発行費償却  8,519            

５．持分法による投資損失   21,611            

６．その他  22,040  115,982  3.2

経常損失（△）        △2,006,473  △55.6

Ⅵ 特別損失                  

１．投資有価証券評価損  201,590            

２．貸倒引当金繰入額  118,382            

３．関係会社株式評価損  1,264,633  1,584,606  43.8

税金等調整前四半期純損失（△）        △3,591,079  △99.4

法人税、住民税及び事業税  175,950            

法人税等調整額  △202,325  △26,375  △0.7

少数株主損失（△）        △2,163,902  △59.9

四半期純損失（△）        △1,400,801  △38.8
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  ②前第３四半期連結会計期間 

  

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高            1,307,970  100.0

Ⅱ 売上原価        183,372  14.0

 差引        1,124,598  86.0

 返品調整引当金繰入額        167  0.0

売上総利益        1,124,430  86.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        872,706  66.7

営業利益        251,724  19.3

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  14,701            

２．その他      3,149  17,850  1.3

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  15,010            

２．投資事業組合損失  768            

３．社債発行費償却  3,993            

４．持分法による投資損失  21,611            

５．その他  9,331  50,714  3.9

経常利益        218,860  16.7

Ⅵ 特別損失                  

１．投資有価証券評価損  28,390            

２．貸倒引当金繰入額  38,382  66,773  5.1

税金等調整前四半期純利益        152,087  11.6

法人税、住民税及び事業税  42,990            

法人税等調整額  71,894  114,885  8.8

少数株主損失（△）        △17,850  △1.4

四半期純利益        55,053  4.2
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
  

  

  

  
前第３四半期連結累計期間

  
 （自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失(△） △3,591,079

減価償却費 52,981

のれん償却額 3,045

持分法による投資損失 21,611

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：△） 215,891

賞与引当金の増減額（減少：△） △49,092

返品調整引当金の増減額（減少：△） 780

受取利息及び受取配当金 △50,952

支払利息 46,875

投資事業組合損益（利益：△） 9,502

社債発行費償却額 8,519

投資有価証券売却益 △64,975

投資有価証券評価損 201,590

営業投資有価証券の増減額（増加：△） 1,175,779

営業貸付金の増減額（増加：△） 265,577

売上債権の増減額（増加：△） 187,784

たな卸資産の増減額（増加：△） △66,466

敷金・保証金の増減額（増加：△） △129,162

仕入債務の増減額（減少：△） △42,827

前受金の増減額（減少：△） △26,099

その他の営業資産の増減額（増加：△） △79,150

その他の営業負債の増減額（減少：△） △185,364

小計 △624,443

利息及び配当金の受取額 49,946

利息の支払額 △39,252

法人税等の支払額 △624,917

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,238,666
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前第３四半期連結累計期間
 （自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日）

区分 金額（千円） 

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 △44,418

無形固定資産の取得による支出 △6,143

投資有価証券の取得による支出 △75,462

投資有価証券の売却による収入 120,696

関係会社有価証券の追加取得による支出 △1,550,150

投資有価証券からの分配による収入 5,100

貸付けによる支出 △2,397,000

貸付金の回収による収入 2,233,000

その他投資による支出 △10,988

その他投資による収入 10,702

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,714,663

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △101,000

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 △193,752

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 △220,458

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少額：△） △3,173,787

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 1,531,357
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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 
1,706,475 573,104 500,026 107,131 725,038 3,611,776 －  3,611,776

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

24,007 350 14,752 －  12,456 51,567 △51,567     － 

計 1,730,483 573,455 514,778 107,131 737,494 3,663,344 △51,567 3,611,776

営業利益又は営業

損失（△）  
328,268 205,803 10,015 △2,677,155 110,907 △2,022,159 655 △2,021,503

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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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