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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

平成20年12月期は10ヶ月決算であったため、平成20年12月期第2四半期および対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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12月期第2四半期 3,608 ― 411 ― 444 ― 129 ―

20年12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12月期第2四半期 382.55 369.34
20年12月期第2四半期 ― ―

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12月期第2四半期 33,339 32,325 34.7 34,316.27
20年12月期 34,130 32,278 34.9 35,125.77

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  11,561百万円 20年12月期  11,916百万円

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12月期 ― 0.00 ― 1,760.00 1,760.00
21年12月期 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 1,020.00 1,020.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 11,607 ― 2,943 ― 2,973 ― 1,146 ― 3,401.53
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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、【定性情報・財務諸表】 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、【定性情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。 

(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）上記に記載した予想値は、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、状況
の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。 
（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。 
（３）平成20年12月期は10ヶ月決算であったため、業績予想において対前年増減率は記載しておりません。  

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12月期第2四半期 339,239株 20年12月期  339,239株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  2,332株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 337,448株 20年12月期第2四半期  ―株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日）の業績は、売上高3,608百万円、営業利益

411百万円、経常利益444百万円、純利益129 百万円（投資事業有限責任組合（ファンド）非連結におきましては、

売上高は3,262百万円、営業利益は94百万円）となりました。事業セグメント別の売上としましては、アドバイザリ

ー事業で2,986百万円、アセットマネジメント事業で622百万円となっております。また、所在地別としましては米

国での売上が1,204百万円となっております。 

  

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の大幅な減少や雇用情勢の悪化等により、厳しい状

況で推移いたしました。Ｍ＆Ａ市場におきましても、昨年のリーマンショック後の世界的な景況悪化が企業業績を

直撃し、その影響を受けグローバルＭ＆Ａ市場は大幅に縮小しました。また、資金調達が困難であることを背景に

正式な対外公表後に解消されるＭ＆Ａ案件も増加しました。Ｍ＆Ａ市場縮小のテンポは緩やかになりつつあるもの

の、この傾向は当第２四半期においても継続しております。また、日本企業による海外企業買収の機会は増加して

いるものの、買収価格のギャップにより成約できないケースも多くなっています。このような状況下、当社におい

ては、業界再編案件と再生案件、クロスボーダー案件の受注が大幅に増加し受注残高は引き続き高いものの、案件

回転率の低下と買収規模の小額化に伴う成功報酬の低下といった現象が発生しております。こうした状況の中、

Trusted Advisor For Client's Best Interestという経営理念のもとで困難に直面するクライアントの問題をＭ＆

Ａを通じて解決することに真摯な姿勢で取り組むことが当社の長期的な成長に結びつくものと確信しております。 

  

 キャッシュ・フローの状況 

   当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ574百万円減少し、9,103百

万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（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いて営業活動の結果獲得した資金は71百万円となりました。これは主に、法人税等

の還付額が1,041百万円あったものの、未払費用の減少が483百万円、営業貸付金の増加が278百万円あったことによ

るものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結会計期間において投資活動の結果支出した資金は233百万円となりました。これは主に、投資有

価証券の取得による支出が202百万円あったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結会計期間において財務活動の結果支出した資金は518百万円となりました。これは主に、配当金

の支払額595百万円があったことによるものです。   

  

  

 当第２四半期連結累計期間におきましては、アドバイザリー事業の成功報酬遅延化により売上高が減少しました

が、案件の受注状況は引き続き順調であり、当連結会計年度の後半に向けて業績の回復が見込まれることから平成21

年12月期の通期連結業績予想に変更はありません。 

 一方で、当連結会計年度の後半においてもＭ＆Ａ市場は引き続き金融市場混乱の影響を受けるものと推測されま

す。この難しい経済環境下においては、買収戦略に積極的なクライアントでさえも買い手としては慎重であり、これ

が案件の交渉から完了までの期間の長期化すなわち案件のクロージングを延長させる要因になると考えられます。当

社グループの売上は成功報酬によって大きな影響を受けるため、案件完了までの期間の長期化は売上減少の要因にな

ります。 

 なお、業績予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。海外事業は、為替変動が

当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と

異なる可能性があります。本株式に関する投資判断は、慎重に検討した上で行われる必要があると考えられます。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

① 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

 よっております。 

② 税金費用の計算 

  税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

 計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めております。 

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

  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 たな卸資産の評価基準および評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

 が、当第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、主として個別法による原価法（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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱 

 い」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

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）

（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
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,466 8,677

受取手形及び売掛金 943 907

有価証券 1,636 1,000

営業投資有価証券 14,035 14,035

営業貸付金 6,397 6,118

仕掛品 51 15

その他 619 1,466

流動資産合計 31,150 32,221

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 150 166

その他（純額） 196 197

有形固定資産合計 346 363

無形固定資産 21 15

投資その他の資産   

投資有価証券 343 136

関係会社株式 1,026 1,026

その他 480 385

貸倒引当金 △28 △18

投資その他の資産合計 1,821 1,530

固定資産合計 2,189 1,909

資産合計 33,339 34,130
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 115 155

賞与引当金 349 93

その他 445 1,486

流動負債合計 910 1,735

固定負債   

その他 103 116

固定負債合計 103 116

負債合計 1,014 1,851

純資産の部   

株主資本   

資本金 502 502

資本剰余金 9,442 9,442

利益剰余金 1,690 2,159

株主資本合計 11,635 12,104

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 －

為替換算調整勘定 △77 △188

評価・換算差額等合計 △74 △188

少数株主持分 20,764 20,362

純資産合計 32,325 32,278

負債純資産合計 33,339 34,130
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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：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,608

売上原価 2,164

売上総利益 1,443

販売費及び一般管理費 1,032

営業利益 411

営業外収益  

受取利息 12

受取手数料 15

その他 16

営業外収益合計 43

営業外費用  

為替差損 11

その他 0

営業外費用合計 11

経常利益 444

特別損失  

投資有価証券評価損 40

特別損失合計 40

税金等調整前四半期純利益 403

法人税等 △40

少数株主利益 314

四半期純利益 129
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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利益 403

減価償却費 56

投資有価証券評価損益（△は益） 40

賞与引当金の増減額（△は減少） 241

受取利息及び受取配当金 △13

営業貸付金の増減額（△は増加） △278

売上債権の増減額（△は増加） △106

未払費用の増減額（△は減少） △483

その他 △638

小計 △777

利息及び配当金の受取額 13

法人税等の支払額 △206

法人税等の還付額 1,041

営業活動によるキャッシュ・フロー 71

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 △27

投資有価証券の取得による支出 △202

定期預金の預入による支出 △142

定期預金の払戻による収入 142

その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △233

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △595

少数株主からの払込みによる収入 87

その他 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △518

現金及び現金同等物に係る換算差額 106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △574

現金及び現金同等物の期首残高 9,677

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,103
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な事業 

  

  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）「その他」に属する主な国は英国であります。 

（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〕

  

アドバイザリー
事業 

アセットマネジ
メント事業 

計
消去又は 
全社 

連結 

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,986  622  3,608  －  3,608

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,986  622  3,608  －  3,608

営業利益  634  387  1,021 ( )609  411

事業区分 主要事業

アドバイザリー事業 
Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、デューデリジェンス事業、プライベ

ートキャピタル事業 

アセットマネジメント事業 メザニンファンド運営事業、投資事業 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 米国 その他 計

消去又は 
全社 

連結

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,562  1,046  －  3,608  －  3,608

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
( )158  158    －  －  －  －

計  2,404  1,204  －  3,608  －  3,608

営業利益又は営業損失（△）  998  55 ( )65  988 ( )576  411
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当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  米国 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円）  1,046  1,046

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  －  3,608

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 29.0  29.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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 

 （注）平成20年12月期は10ヶ月決算となっております。 

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年３月３日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        6,714  100.0

Ⅱ 売上原価        3,005  44.8

売上総利益        3,708  55.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,052  15.7

営業利益        2,656  39.5

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  31            

２．その他  1  32  0.5

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  1            

２．創立費  3            

３．公開関連費用  10  15  0.2

経常利益        2,673  39.8

Ⅵ 特別利益                  

１．抱合せ株式消滅差益  0  0  0.0

税金等調整前中間純利益        2,673  39.8

法人税、住民税及び事業
税  1,126            

法人税等調整額  △90  1,036  15.4

少数株主利益        257  3.8

中間純利益        1,380  20.6
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前中間連結会計期間（自 平成20年３月３日 至 平成20年８月31日） 

 （注） １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

     ２．各区分に属する主要な事業 

     ３．上記営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能の営業費用の金額は584百万円であり、その主

なものは提出会社におけるグループ管理に係る費用であります。  

   

前中間連結会計期間（自 平成20年３月３日 至 平成20年８月31日） 

（注） 上記営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能の営業費用の金額は584百万円であり、その主なもの

は提出会社におけるグループ管理に係る費用であります。 

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
アドバイザリ

ー事業 
（百万円） 

アセットマネ
ジメント事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  6,090  623  6,714  －  6,714

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  6,090  623  6,714  －  6,714

営業費用  3,239  234  3,474 584   4,058

営業利益  2,851  389  3,240 (584)  2,656

事業区分 主要事業 

アドバイザリー事業 
Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、デューデリジェンス事業、 

プライベートキャピタル事業 

アセットマネジメント事業 メザニンファンド運営事業、投資事業 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
米国

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,819  2,894  6,714  －  6,714

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  6  6 (6)  －

計  3,819  2,900  6,720    (6)  6,714

営業費用  1,729  1,750  3,480    577   4,058

営業利益  2,089  1,150  3,240 (584)  2,656
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前中間連結会計期間（自 平成20年３月３日 至 平成20年８月31日） 

（注）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  米国 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,894  2,894

Ⅱ 連結売上高（百万円）       －  6,714

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
43.1 43.1 

６．その他の情報
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