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１．エグゼクティブサマリー

決算
報告

通期の
見通し

中長期
ビジョン

■ 財務状況は、繰延税金資産を取崩したことにより、将来のリスクを軽減し、財務体質の健全化につなげる。

■ 中間配当は、予定どおり１株当たり１０円。

■ 現在の景気低迷は、ここ数年は継続するものと推察されます。このような環境のもと丌況期対応の実践的
経営手法を提案することで、業績の維持を図るとともに次の好況期に備え準備をしてまいります。

■ 人材の重要性が高い当社にとって、国内の雇用情勢悪化はチャンスであり、今後は採用枠を拡大し、優秀
な人材確保に努めます。

■ 平成２２年１２月期には以下の目標を達成します。
連結売上高 連結経常利益 個別売上高 個別経常利益
９０～９３億円 １８～２０億円 ８２～８３億円 １９．５～２０．５億円

■ 配当は、期末１５円＇年間２５円（の予定には変更はありません。

■ 売上は前年同期比で１２．７％減、営業利益は１．３％減、経常利益は７．９％減となり
税効果会計の影響で四半期純利益は大幅な減益となった。

（連結業績） 実績 前年同期比
売上高 ４１．９３億円 △ １２．７％
営業利益 ７．４９億円 △ １．３％ （営業利益率 １７．９％）
経常利益 ７．２９億円 △ ７．９％ （経常利益率 １７．４％）
四半期純利益 １．４６億円 △ ７６．９％ （四半期純利益率 ３．５％）

● 売上高：主力のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ事業の低迷が主要因
● 営業利益・経常利益：徹底した無駄の排除によるローコスト化を果たしたものの、売上未達が主要因
● 四半期純利益：繰延税金資産の取崩しが主要因

■ 通期計画を修正 ※カッコ内は前年同期増減率

（業績予想） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
連 結 ８９．０億円( △7.9%) １７．５億円(△ 3.1%) １７．５億円(△ 8.0%) ７．５億円( △34.7%)

個 別 ８０．０億円（△9.7％） １８．０億円（△12.8%） １８．０億円（△14.0%） ７．２億円（△26.6%）



２．平成２１年１２月期第２四半期決算報告
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２．平成２１年１２月期第２四半期決算報告

＇１（連結収益状況

■グループ会社事務所の自社ビルへの移転統合効果や派遣社員の契約
満了に伴う終了などによる販売管理費の削減で営業利益は前期比
1.3％減に留まる

■四半期純利益は、税効果会計の影響で、繰延税金資産の取崩しにより
大幅に前期を下回る

■売上は前期比12.7％減

■経常利益は7.9％前期を下回る

＜連結・単位（百万円）＞ 21年6月期 20年6月期 前期比

売上高 4,193 4,805 -12.7%

売上総利益 1,447 1,529 -5.3%

販売費及び一般管理費 698 770 -9.3%

営業利益 749 758 -1.3%

経常利益 729 792 -7.9%

四半期純利益 146 632 -76.9%
１株当たり四半期純利益

(円） 5.23 20.66 -
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

4,193

749 729

146

4,805

758 792 632

21年6月期 20年6月期
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＇２（事業別経営成績

■営業利益は、ローコスト運営効果とベンチャーキャピタル事業において、投資有価
証券の売却益が実現し、前期より業績が改善したことにより、前期比微減に留まる

■売上減は、主力のコンサルタント事業の低迷の影響

２．平成２１年１２月期第２四半期決算報告

営業利益

売 上 高

＜単位・百万円＞ 2１年6月期 20年6月期 増減率

コンサルタント事業 822 947 -13.2%

書籍出版事業 5 23 -75.1%

ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ事業 -112 -240 -

その他 28 22 24.6%

消去又は全社 4 4 -

合計 749 758 -1.3%

＜単位・百万円＞ 2１年6月期 20年6月期 増減率

コンサルタント事業 3,762 4,292 -12.4%

書籍出版事業 209 276 -24.2%

ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ事業 96 119 -19.4%

その他 124 116 6.8%

合計 4,193 4,805 -12.7%

セグメント別売上実績 単位：百万円

2１年6月期 20年6月期

3,762
4,292

209

276

96

119
124

116

コンサルタント事業 書籍出版事業 ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ事業 その他

合計４，１９３

合計４，８０５
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業務区分別では、主力の支援業務は微減ながら、調査・診断や提
案を行うプロジェクト業務が大きく減尐。
業種別では、引き続き好調な事業分野と伸び悩む事業分野に大
別される中、苦戦する分野を好調な分野でｶﾊﾞｰしきれず、また低
迷していた分野は一部回復の兆しを見せ始めておりますが、全体
では厳しい結果。

業績総括

１．自動車関連事業分野、士業、インターネット関連業界への
コンサルタント事業は順調な伸び

２．環境・農業、介護福祉業界コンサルティングは大幅な伸びを達成

３．アミューズメント、フード関連業界向けのコンサルティングは
回復の兆し

４．経済状況悪化の影響により、当事業において大きな割合
を占める中堅・大手企業向けコンサルティングや建設・
不動産業界向けコンサルティングは引き続き苦戦

５．研究会、会員制度の再編による顧客基盤の強化は順調に推移

概要

コンサルタント事業
＇２（事業別経営成績

２．平成２１年１２月期第２四半期決算報告
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主な業種・テーマ別業績動向

注意 上記数値は、各本部数値を除くグループ別粗々利実績をもとに算出した数値です。

単位：万円

２．平成２１年１２月期第２四半期決算報告

戦略系

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭ-ｼｮﾝ

環境・農業

オート

士業

福祉・幼稚園

流通系

リサイクル

WEB

建設・不動産

フード

ﾋﾞｭｰﾃｨｰ･ｽｸｰﾙ

医療

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ

観光・開発

46,752

9,501

15,978

14,698

14,589

6,361

41,677

12,865

17,419

46,238

13,162

9,375

12,358

43,583

8,984

35,959

8,371

20,901

16,768

17,569

8,116

36,620

7,549

18,599

36,853

14,296

8,803

9,967

42,021

7,667

21年6月期 20年6月期

■ 環境・農業、福祉業界コンサルティングは大幅な伸び

■ オート、士業、WEB関連業界へのコンサル関連業界は引き続き好調

■ アミューズメント、フード関連業界向けは回復の兆し

■ 主力の戦略系＇中堅・大手企業向け（、流通系、建設・丌動産業界は引き続き苦戦
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２．平成２１年１２月期第２四半期決算報告

■ プロジェクト業務は、現在の景気の動向を反映して、苦戦を強いられた

■ 大きな割合を占める支援業務は、比較的堅調に推移

■ セミナーは更なる質的向上を目指し、開催基準を厳格化したため減少

業務区分別の売上動向 単位：百万円

人材紹介派遣

講演

商品

その他

会費

セミナー

プロジェクト

支援

23

45

41

118

159

392

701

2,871

19

33

42

99

162

293

442

2,731

21年6月期 20年6月期

注意）支 援 ＝ 定期的に訪問し、コンサルティングサービスを提供する業務
プロジェクト ＝ 調査、診断やこれらに基づく提案を一定期間でレポートする業務
会 費 ＝ 研究会などの会員制度の会費
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コンサルティングサービスの特徴

２．平成２１年１２月期第２四半期決算報告

現場主義

「全ての答えは現場にある」
という考え方で
現場第一主義
を貫きます

時流適応

時流をマクロに捉え、
先取りすることが、
経営成功の秘訣

強みを
活かす

欠点の是正より長所を
伸展することを
基本にします

過去
オール善

過去と現在を
客観的に認め、
今後に焦点を
当てます

参加型
経営手法

自ら進んですることが
最も効率的である
という考えに
基づきます
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コンサルタント事業の特徴

① 多くのコンサルタントの最新現場情報を共有することが可能

② 各人の自主性を尊重した新たな業界を立ち上げる

③ 各自が徹底的に事例研究と社内の情報の整理を行い、セミナーを開催する

■ 新卒社員を数年間でコンサルタントに育成するノウハウがあること

① 様々な分野＇８４チーム（において細分化された実践的ノウハウを蓄積

② 社内のトップコンサルタントの英知や最新の多岐にわたる業界で証明された成功事例をベース
とした細分化された実践的ノウハウを構築

■ 独自の細分化された実践的ノウハウを提供

① 既存の顧問先＇約4,000社（に加え、研究会などの会員組織＇会員数約1,000社（やWEB上での
会員組織＇ﾌﾅｲﾒﾝﾊﾞｰｽﾞﾌﾟﾗｽ会員数約2,000名（を整備し、顧客の囲い込みを実施

② 上記顧客データベースを基盤とした顧客の共有化により、セミナー集客などの受注機会を創出

③ 経営相談専門窓口設置や他社とのアライアンスなどにより、効率的営業活動を実現しつつある

■ 組織としての“顧客の共有化”により生産性を向上

２．平成２１年１２月期第２四半期決算報告
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当社におけるセミナー・研究会の意義

２．平成２１年１２月期第２四半期決算報告

セミナー

研究会

収益源 顧客づくり 教育ﾂｰﾙ

年間約800回のセ
ミナーを開催。
売上高で年間
約８億円。

顧客に付加価値が
高いセミナーや研究
会を提供するため
に、コンサルタントは
情報収集等の準備
を入念に行う。
その行為が結果とし
てコンサルタントの
現場教育になって
いる。

現在74の研究会を
開催。
年間の会費収入は
約３億円の見込み。

研究会会員は約
1,000社。
月次の定例会で顧
客との関係性の強化
で顧客密着する。

顧客固定化

集客数は約２万
人。セミナーからの
コンサルタント契約
受注が当社の新規
顧客開拓の中核。

顧客開拓

※ 開催回数、売上、集客数は平成20年度実績数値
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＇２（事業別経営成績

収益性向上に向け新規ジャンルへの進出や経費削減を推進してきましたが、長引く
経済丌況による個人消費低迷の影響を受け、売上高減少及び返品率悪化を招き、
業績は低調に推移

書籍出版事業

保有する投資有価証券の流動化に尽力した結果、一部の投資銘柄において流動化
が実現し売却益を確保することができましたが、投資有価証券の評価損を計上する
投資銘柄もあり、依然として厳しい結果

ベンチャーキャピタル事業

ＩＴ関連事業において、重点戦略であるITアウトソーシング業務において、社内研修
によるスタッフの技術向上、既存顧客との関係強化により安定的な収入の確保に成
功し、業績は順調に推移

その他事業

２．平成２１年１２月期第２四半期決算報告
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＇３（連結財務状況

２．平成２１年１２月期第２四半期決算報告

20年12月期 21年6月期

総資産と純資産

＜単位・百万円＞ 21年6月期 20年12月期 増減額

流動資産 6,623 7,027 -404

有形・無形固定資産 6,874 6,934 -59

投資その他の資産 2,650 2,284 365

総資産 16,148 16,247 -98

＜単位・百万円＞ 21年6月期 20年12月期 増減額

流動負債 1,824 1,990 -166

固定負債 1,004 812 192

純資産 13,319 13,443 -124

負債・純資産合計 16,148 16,247 -98

■ 財務状況は、前期末分の配当金の支払い及び当第２四半期連結累計期間の純利益の
伸び悩みにより、純資産合計は減少するも、繰延税金資産を取崩したことにより、将来
のリスクは軽減し、財務体質の健全化につながる

総資産 １６，２４７百万円 総資産 １６，１４８百万円

7,027

流動資産

6,934

有形・無形固定資産

投資その他の資産
2,284

純資産

13,443

固定負債

流動負債 1,990
812

6,623

流動資産

6,874

有形・無形固定資産

投資その他の資産
2,650

純資産

13,319

固定負債

流動負債 1,824
1,004

単位：百万円
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キャッシュフロー＇３（連結財務状況

■ 営業活動による資金は業績の影響で前年同期比で減少

２．平成２１年１２月期第２四半期決算報告

■ 投資活動による資金の使用は、短期運用目的の有価証券の取得等

■ 財務活動による資金の使用は、配当金の支払い及び自己株式の売却による収入によるもの

21年6月期 20年6月期 増減額

営業活動によるC/F

税金等調整前四半期純利益 738 905 △ 167

営業投資有価証券評価損益（△は益） 160 199 △ 38

売上債権の増減額（△は増加） 370 139 230

その他 △ 74 △ 61 △ 12

小計 1,194 1,182 11

法人税等の支払額 △ 470 △ 366 △ 103

その他 7 15 △ 7

営業活動によるC/F 731 830 △ 99

投資活動によるC/F

有価証券の取得による支出 △ 701 △ 300 △ 401

有価証券の売却による収入 400 100 300

投資有価証券の取得による支出 △ 225 △ 30 △ 195

その他 184 △ 37 222

投資活動によるC/F △ 342 △ 267 △ 74

財務活動によるC/F

自己株式の売却による収入 99 △ 63 163

配当金の支払額 △ 416 △ 459 43

その他 △ 9 △ 6 △ 3

財務活動によるC/F △ 325 △ 529 204

現金及び現金同等物の増減額 63 33 30

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,730 3,709 20

単位：百万円



３．通期の見通し
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３．通期の見通し

連結業績予想と進捗状況

個別業績予想と進捗状況

＜単位・百万円＞
第２四半期
累計期間実績

通期最新予想
（A） 進捗度

前回予想
（B）

増減額
（A－B）

増減率
（A－B）/B

売上高 3,824 8,000 47.8% 9,000 △1,000 -11.1%

営業利益 858 1,800 47.7% 2,100 △300 -14.3%

経常利益 793 1,800 44.1% 2,100 △300 -14.3%

四半期純利益 169 720 23.6% 1,050 △330 -31.4%

＜単位・百万円＞
第２四半期連結
累計期間実績

通期最新予想
（A） 進捗度

前回予想
（B）

増減額
（A－B）

増減率
（A－B）/B

売上高 4,193 8,900 47.1% 9,800 △900 -9.2%

営業利益 749 1,750 42.8% 1,900 △150 -7.9%

経常利益 729 1,750 41.7% 1,950 △200 -10.3%

四半期純利益 146 750 19.5% 1,160 △410 -35.3%

引き続き厳しい経営環境が予想されることから、業績予想の修正を致しました。
この最新の通期の予想達成は、主力であるコンサルタント事業の業績にかかっていますが、

１．丌況期での成功事例を全社的に共有することで、丌況期対応のコンサルティング手法を提供で
きる基盤が整ったこと。

２．外部とのアライアンスの具現化に伴い、成果が期待できること。
３．好調な事業分野の中で特に期待の持てるコンサルティング商品を組織横断的に展開するように
したこと。

４．中堅・大手企業の新規顧客開拓を主眼とした「経営改革フォーラム」を実施＇６月２、３、４日開催。
参加１２０社１７２名（し、今後ここからの受注が見込めること。

以上のことから、通期は予測の業績を果たせるものと考えております。



３．通期の見通し

コンサルタント事業の業界別通期見通し

オート

士業

福祉

環境・農業

ＷＥＢ

不動産

戦略

流通

開発

リサイクル

フード

ﾍﾙｽ&ﾋﾞｭｰﾃｨｰ

アミューズメント
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好況期＇収穫の時期（ 丌況期＇種まきの時期（

顧客の

ニーズ

・業績拡大

・好調な事業分野への新規参入

・他店舗展開など既存成功事業の拡大

・新たな時代対応方策

・コスト削減、生産性向上

・丌況期対応の新しい事業方式、新業態
の模索

・企業M&Aなどにおけるビジネスデュー
デリジェンス

当社の

取組み

・既存顧客への対応

・新たな業界コンサルタントの立ち上げ

・将来の有望分野への積極的参入

・新たなコンサルティングノウハウの構築

・新規顧客の開拓

・既存顧客との関係性強化と組織力を活

用した全面的個別対応

・雇用環境悪化をチャンスと捉えた優秀

な人材の獲得

３．通期の見通し

景気動向と当社コンサルタント事業の取り組み



４．中長期ビジョンと重点戦略
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４．中長期ビジョンと重点戦略

現在の景気低迷は、ここ数年は続くものと推察されます。
各企業は新たな経済局面を打開する施策を講じなければならない状況下にあり、新たな経営戦略の構
築とこれに基づく事業展開をしなければならない時期であります。

このような環境のもと、当社は不況期対応の実践的コンサルティング手法を提案することで、今後の経済
情勢に順応できるものと考えております。

また、経営資源の中で人材の重要性が極めて高い当グループにとって、国内の雇用状況の悪化はチャン
スとなると考えており、今後は採用枠を拡大して、優秀な人材確保に努め、中期的な業績拡大基盤とす
ると同時に、企業としての社会的責任を果たしてゆきたいと思います。

今後は苦戦を強いられる企業が多くなると予想される中、当社はこの状況に対応し、業績を堅調に維持さ
せることで、平成２２年には以下のような目標を達成し、企業価値を高め、株主の皆様に還元できるよう
努力してまいります。

平成２２年１２月期の到達目標

今後の中長期ビジョン

＜単位・億円＞ 目標

連結売上高 90～93

連結経常利益 18～20

個別売上高 82～83

個別経常利益 19.5～20.5
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優秀な人材の獲得

生産性の向上

優秀な人材の定着

マスコミ・書籍等を通じた知名度の向上
新卒採用プロモーション策の強化
大学窓口との連携強化
中途採用獲得チャネルの拡大

（社員の個人の能力を高める取組み）
コンサルタント職の実践的教育・研修制度の拡充
メンター制度、ローテーション制度の改善
管理職の教育・研修制度の充実
（組織として生産性を高める取組み）
効率的な営業活動の実践（他企業とのアライアンスなど）
研究会組織の強化による固定客の拡大
より収益性または成長性の高い顧客業界へのシフト

社員が継続的に成長できる環境整備
社員に対するインセンティブ体系

生涯雇用を前提とした雇用体制

当社収益向上プロセス

４．中長期ビジョンと重点戦略
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新卒採用エントリー数と採用数の推移

４．中長期ビジョンと重点戦略

2007年 2008年 2009年 2010年

4,408

7,578

4,067

7,204

43 32 34

エントリー数 採用数

就職環境にも左右されるが、当社
の知名度向上に伴い、毎年4,000

～8,000人のエントリーから優秀な
人材確保に努めている。

来年度は採用数を６０名とし、積極
的な採用に努める。

※当社は、株式会社ダイヤモンド社の2009年大学生就職企業人気企業調査において、
文系男子の部で５９位にランキングされました。

年度 エントリー数 採用数 倍率

2007年 4,408 43 103 

2008年 7,578 32 237 

2009年 4,067 34 120 

2010年 7,204 （予)60 (予)120
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４．中長期ビジョンと重点戦略

①グループ力向上のためのマネジメント体制の見直し、及びＣＳＲに立脚した内部統制、環境対
策等への先進的取り組みの実施

当社グループは知識と情報を駆使して世の中により貢献できる企業として発展するために、
以下の施策を考えております。

重点戦略

②優秀なコンサルタント人材の積極採用、及びその育成を目的とした人事評価制度＇非常時対
応の時限的制度の確立（の見直し

④中堅大手企業からの安定的受注を目指し、金融機関や大手広告代理店、メディア企業等との
アライアンスの積極的展開

③伸びている分野： 自動車関連、士業、web
伸ばしたい分野： 環境、農業、福祉、ブランディング、海外市場、大手流通業の再生ビジネス
へのコンサルタント事業の本格的展開

⑤営業に直結した投資、及びＭ＆Ａ等の積極的検討
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【本資料に関する注意事項】

本資料に掲載されております計画や見通し、戦略などは、現時点において入手可
能な情報や合理的判断を根拠とする一定の前提条件に基づいた当社の判断によ
る予測です。
従いまして、実際の業績などは、今後の様々な要因により、これらの見通しとは大
きく変動する場合があります。

本資料の掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報
の誤りによって生じた損害などに関し、当社は一切責任を負うものではありません
ので、ご了承ください。

本資料は投資誘導を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利用
者ご自身の判断において行われるようお願い致します。

株式会社 船井総合研究所
スタッフ統括本部 総務部 浜口 朗
TEL: 03-6212-2923      FAX: 03-6212-2940
Mail: ir@funaisoken.co.jp   URL: http://www.funaisoken.co.jp

IRに関するお問い合わせ先


