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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 3,502 △14.3 △128 ― △124 ― △142 ―

21年3月期第1四半期 4,087 ― △617 ― △600 ― △565 ―

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

22年3月期第1四半期 △0.41 ―

21年3月期第1四半期 △1.63 ―

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

22年3月期第1四半期 15,316 9,842 61.7 27.29
21年3月期 15,678 9,974 61.1 27.69

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,447百万円 21年3月期  9,585百万円

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  

  当社グループはファンド事業および上場株式等投資事業等を主たる事業としており、業績は相場環境等の影響を受けざるを得ない状況にあります。この
事業の特殊性に鑑み業績予想を行うことは困難であるため、業績予想の記載は行っておらず、配当予想は未定としております。 
  なお、配当予想の見通しに関する開示につきましては、決算確定後から１週間を目処に行います。 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
  当社グループはファンド事業および上場株式等投資事業等を主たる事業としており、業績は相場環境等の影響を受けざるを得ない状況にあります。この
事業の特殊性に鑑み業績予想を行うことは困難であるため、業績予想の記載は行っておりません。 
  なお、業績予想の見通しに関する開示につきましては、当第２四半期連結累計期間・当連結会計年度の各々の決算日から１週間を目処に、前第２四半
期連結累計期間・前連結会計年度の実績と比較して行います。 
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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、４ページ「定性的情報・財務諸表等 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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 365,119,405株 21年3月期  365,119,405株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  18,978,882株 21年3月期  18,962,147株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 346,149,934株 21年3月期第1四半期 346,244,984株
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 当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、世界的な金融不安により世界経済が低迷する中、急激な生産調整を

招いた前連結会計年度の反動から生産指数に回復の兆しが確認され、また、緊急経済対策の発表などにより景気底

打ち期待が高まったものの、企業収益の悪化や個人消費の低迷が続くなど依然厳しい状況でありました。 

 このような状況のもと、当社グループはファンド事業および上場株式等投資事業に積極的に取り組んでまいりま

した。また、企業再生関連投資事業においては、投資対象会社である各事業子会社に対して、事業面における経営

指導のみならず、コンプライアンスやリスク管理の徹底などの諸施策を強力に推進してまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間の売上高はロジスティックス事業に係る売上高の減少などにより35億２百万円（前第

１四半期連結累計期間40億87百万円）にとどまりました。また、大幅なコスト削減等の経営効率化を図ったことな

どにより営業利益は△１億28百万円（前第１四半期連結累計期間△６億17百万円）、経常利益は△１億24百万円

（前第１四半期連結累計期間△６億円）、四半期純利益は△１億42百万円（前第１四半期連結累計期間△５億65百

万円）となりました。 

 事業別の業績は、以下のとおりであります。 

 上場株式等投資事業におきましては、世界的な金融緩和によってクレジットクランチ回避期待が高まり、世界の

株式市場は新興国を牽引役とし堅調な回復を記録いたしました。また、日本の株式市場も平成21年３月の安値から

30％強の回復を記録し、当社の投資先企業の株価も堅調に推移いたしました。この結果、商品有価証券運用益等が

計上されたことにより、売上高は96百万円（前第１四半期連結累計期間54百万円）、営業利益は57百万円（前第１

四半期連結累計期間△43百万円）となりました。ファンド事業におきましては、当第１四半期連結累計期間に新た

なファンドを設立し、自己資金の運用にてスタートしております。なお、当該運用損益は上場株式等投資事業に含

めております。  

  企業再生関連投資事業における投資対象事業の状況は、次のとおりであります。 

 ロジスティックス事業におきましては、物流業界における在庫貨物の圧縮など貨物需要の低迷が続く中、営業努

力による既存荷主等との取引増加や新規荷主の獲得を行ったことなどにより、売上高は17億16百万円（前第１四半

期連結累計期間22億５百万円）、燃料価格の大幅な下落やコスト削減を行ったことなどにより、営業利益は39百万

円（前第１四半期連結累計期間３百万円）となりました。 

 カー用品・雑貨等事業におきましては、アフターマーケットの縮小が続く厳しい状況にありますが、主力製品の

売上が好調であったことなどにより、売上高は12億２百万円（前第１四半期連結累計期間12億８百万円）、徹底し

た原価管理を行ったことなどにより、営業利益は２億４百万円（前第１四半期連結累計期間98百万円）となりまし

た。  

 産業機器関連事業におきましては、医療業界における医療機器の需要縮小が続く厳しい状況にありますが、積極

的な営業活動により超音波診断装置などの売上を確保したことなどにより、売上高は４億86百万円（前第１四半期

連結累計期間６億19百万円）、コスト削減を行ったことなどにより、営業利益は△30百万円（前第１四半期連結累

計期間△50百万円）となりました。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ

11億３百万円減少し、31億４百万円となりました。主な要因と当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・

フローの状況は以下のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益△１億29百万円の計上および商

品有価証券の増加10億99百万円等により、10億27百万円の資金減（前第１四半期連結累計期間は３百万円の資金

減）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出50百万円および有形固定資産の

取得による支出29百万円等により、59百万円の資金減（前第１四半期連結累計期間は75百万円の資金減）となりま

した。 

 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期期借入金の増加42百万円がありましたが、長期借入金

の返済による支出46百万円等により、16百万円の資金減（前第１四半期連結累計期間は53百万円の資金減）となり

ました。 

  

当社グループはファンド事業および上場株式等投資事業等を主たる事業としており、業績は相場環境等の影響を

受けざるを得ない状況にあります。この事業の特殊性に鑑み業績予想を行うことは困難であるため、業績予想の記

載は行っておりません。 

なお、業績予想の見通しに関する開示につきましては、当第２四半期連結累計期間・当連結会計年度の各々の決

算日から１週間を目処に、前第２四半期連結累計期間・前連結会計年度の実績と比較して行います。  

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。  

  

（簡便な会計処理） 

① 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られる場合、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 定率法を採用している有形固定資産については、当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。 

④ 加減算項目や税額控除項目について重要なものに限定して税金費用を算定しております。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がな

く、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合、前連結会計年度において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。  

  

該当事項はありません。 

  

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：千円）

当第１四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,227,202 4,280,386

受取手形及び売掛金 2,499,232 2,698,784

商品有価証券 1,600,687 501,561

たな卸資産 806,428 798,350

その他 675,299 862,277

貸倒引当金 △25,719 △24,606

流動資産合計 8,783,129 9,116,752

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,627,510 1,654,544

土地 2,634,292 2,634,292

その他（純額） 387,241 391,110

有形固定資産合計 4,649,044 4,679,947

無形固定資産   

のれん 860,028 874,152

その他 152,990 160,034

無形固定資産合計 1,013,019 1,034,186

投資その他の資産   

投資有価証券 83,395 63,495

その他 1,170,252 1,177,101

貸倒引当金 △384,744 △395,095

投資その他の資産合計 868,903 845,501

固定資産合計 6,530,967 6,559,635

繰延資産 2,170 2,306

資産合計 15,316,267 15,678,694

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,277,633 1,429,934

短期借入金 991,959 951,793

未払法人税等 61,132 108,700

返品調整引当金 136,534 178,687

引当金 140,907 147,247

その他 596,280 566,888

流動負債合計 3,204,446 3,383,251

固定負債   

社債 150,000 150,000

長期借入金 750,959 795,466

退職給付引当金 524,803 521,287

その他 843,761 853,988

固定負債合計 2,269,523 2,320,741

負債合計 5,473,970 5,703,993
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（単位：千円）

当第１四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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,636,065 1,636,065

資本剰余金 29,147,316 35,034,243

利益剰余金 △20,940,310 △26,685,150

自己株式 △3,232 △2,938

株主資本合計 9,839,838 9,982,218

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,482 978

繰延ヘッジ損益 △3,119 4,040

土地再評価差額金 △401,492 △401,492

評価・換算差額等合計 △392,129 △396,473

新株予約権 1,010 1,018

少数株主持分 393,576 387,937

純資産合計 9,842,296 9,974,701

負債純資産合計 15,316,267 15,678,694

プリヴェ ファンド グループ㈱（4233）平成22年３月期　第１四半期決算短信

－ 6 －



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,087,163 3,502,419

売上原価 3,465,942 2,771,871

売上総利益 621,221 730,548

販売費及び一般管理費 1,238,636 859,401

営業損失（△） △617,415 △128,853

営業外収益   

投資不動産賃貸料 － 5,053

補助金収入 19,897 －

未払配当金除斥益 － 6,748

その他 18,535 8,675

営業外収益合計 38,432 20,477

営業外費用   

支払利息 10,032 12,908

その他 11,942 3,525

営業外費用合計 21,975 16,434

経常損失（△） △600,957 △124,810

特別利益   

前期損益修正益 60,514 －

固定資産売却益 － 4,042

貸倒引当金戻入額 － 3,523

その他 35,668 －

特別利益合計 96,183 7,566

特別損失   

前期損益修正損 25,792 －

固定資産除却損 － 4,731

事務所移転費用 － 4,452

その他 190 3,134

特別損失合計 25,982 12,318

税金等調整前四半期純損失（△） △530,756 △129,562

法人税、住民税及び事業税 63,785 44,129

法人税等調整額 △46,332 △36,509

法人税等合計 17,452 7,620

少数株主利益 17,659 4,940

四半期純損失（△） △565,868 △142,123
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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損失（△） △530,756 △129,562

減価償却費 88,000 76,778

のれん償却額 14,124 14,124

返品調整引当金の増減額（△は減少） △15,607 △42,153

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,098 △9,237

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,629 3,515

引当金の増減額（△は減少） 14,379 △6,340

受取利息及び受取配当金 △1,440 △530

支払利息 10,032 12,908

売上債権の増減額（△は増加） △43,522 199,551

商品有価証券の増減額（△は増加） 895,762 △1,099,126

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,426 △14,976

仕入債務の増減額（△は減少） 224,606 △152,301

受入担保金の増減額（△は減少） △1,253,475 －

信用取引未払金の増減額（△は減少） 757,647 －

その他 △143,364 161,190

小計 28,284 △986,158

利息及び配当金の受取額 1,158 529

利息の支払額 △16,196 △12,973

法人税等の支払額 △16,511 △28,575

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,265 △1,027,178

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △50,009

有形固定資産の取得による支出 △79,475 △29,534

有形固定資産の売却による収入 40,476 17,683

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△10,898 －

その他 △25,836 2,625

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,733 △59,235

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） △20,000 42,500

長期借入金の返済による支出 △30,022 △46,841

その他 △3,964 △11,670

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,986 △16,011

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,985 △1,103,194

現金及び現金同等物の期首残高 3,381,261 4,207,952

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,248,276 3,104,758
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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。   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当社は、平成21年６月29日開催の定時株主総会決議に基づき、繰越利益剰余金の欠損を補填することならびに

今後の財務戦略上の柔軟性および機動性を確保することを目的として、その他資本剰余金の取崩しを行いまし

た。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本剰余金が5,886,963千円減少し、利益剰余金が同額増加

しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
上場株式等
投資事業 
（千円） 

ロジスティ
ックス事業 
（千円） 

カー用品・
雑貨等事業 
（千円） 

産業機器関
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  54,208 2,205,046 1,208,048 619,859  4,087,163  ― 4,087,163

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ― 3,780 500 ―  4,280  (4,280) ―

計  54,208 2,208,826 1,208,548 619,859  4,091,443  (4,280) 4,087,163

営業利益又は営業損失（△）  △43,945 3,977 98,310 △50,967  7,375  (624,790) △617,415

  
上場株式等
投資事業 
（千円） 

ロジスティ
ックス事業 
（千円） 

カー用品・
雑貨等事業 
（千円） 

産業機器関
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  96,119 1,716,885 1,202,792 486,622  3,502,419  ― 3,502,419

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ― 23,160 1,470 ―  24,630  (24,630) ―

計  96,119 1,740,046 1,204,262 486,622  3,527,050  (24,630) 3,502,419

営業利益又は営業損失（△）  57,265 39,417 204,877 △30,544  271,015  (399,869) △128,853

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．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
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