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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 283 △76.6 △139 ― △133 ― △159 ―

21年3月期第1四半期 1,211 ― △125 ― △95 ― △98 ―

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 △0.75 ―

21年3月期第1四半期 △0.48 ―

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 2,777 2,178 73.9 9.68
21年3月期 3,004 2,338 73.6 10.43

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,053百万円 21年3月期  2,212百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
第２四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。 

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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 2,450 6.4 0 ― 0 ― 0 ― 0.00



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  
（注）詳細は、３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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 

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 212,324,287株 21年3月期  212,324,287株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  141,521株 21年3月期  139,908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 212,182,772株 21年3月期第1四半期 207,083,464株



 当第１四半期連結会計期間における経営環境は、一部で持ち直しの兆しは見られるものの、企業収益の大幅な減

少、雇用情勢の悪化による個人消費の低迷等により依然として厳しい状況が続いております。 

 このような環境の中、当社は平成21年度の事業計画の推進及び経営改善策に取り組んでおります。 

 当第１四半期連結会計期間における連結業績につきましては、インベストメントバンキング事業は、投資回収に取

り組んでおりますが、国内Ｍ＆Ａの動向を睨み、売却時期を見送っております。また、アドバイザリー事業につきま

しては、数社とアドバイザリー契約を結び、計画通り収益に貢献いたしました。なお、前下期にファッション事業の

ＡＤＩＲＯＮ㈱を売却いたしましたので、連結売上高が大幅に減少いたしました。  

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は、売上高２億83百万円（前年同四半期比、９億27百万円

減）、営業損失１億39百万円（同、13百万円増）、経常損失１億33百万円（同、37百万円増）、四半期純損失１億59

百万円（同、60百万円増）となりました。 

 なお、当社は投資回収案件の成約とそれに伴う収益への寄与を当第２四半期以降に見込んでおり、当期の営業損益

を収支均衡まで回復させる計画であります。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前期末に比べ、２億27百万円減少し27億77百万円となり

ました。減少した主な要因は、借入金の返済及び運転資金の支出により現預金が減少したこと並びに営業投資有価

証券及びたな卸資産の減少によるものであります。負債は、前期末に比べ、67百万円減少し５億99百万円となりま

した。減少した主な要因は、連結子会社の借入金を一部返済したことによるものであります。純資産は、前期末に

比べ、１億60百万円減少し21億78百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ、１億15百万円減少し１億80百万円となり

ました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、51百万円のキャッシュ・アウトフローとなりました。その主な要因

は、売上債権の回収及び営業投資有価証券の売却等による収入があったものの税金等調整前四半期純損失１億65

百万円計上したこと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、長期貸付金の回収による収入と連結子会社の事務所移転に伴う支出が

あり、ほぼ収支均衡となりました。  

（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、64百万円のキャッシュ・アウトフローとなりました。その主な要因

は、連結子会社の借入金の返済によるものであります。 

  

 通期の業績につきましては、平成21年５月８日に発表いたしました業績予想から変更はございません。  

  

 該当事項はありません。   

  

① 簡便な処理方法 

棚卸資産の評価方法 

 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は、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しております。  

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。   

  

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

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



該当事項はありません。  

  

① 継続企業の前提に関する重要事象等の内容 

 当社グループは、平成19年３月期の連結会計年度から当第１四半期連結累計期間まで、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、当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状

況が存在しております。 

 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ます。売買目的で保有している営業投資有価証券につきましては、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いたしますが、これらが損失計上の主たる要因となっております。 

  

② 継続企業の前提に関する重要事象等を解消し、又は改善するための対応策 

 当社グループは、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消するため、対応策とし

て、前連結会計年度末に平成21年度の事業計画及び経営改善策を策定いたしました。その骨子は以下のとおりで

あります。 

ⅰ 平成21年度の事業計画の骨子 

イ インベストメントバンキング事業 

 厳しい経営環境の中、それぞれの業界において、事業再編の動きが活発化するとの見通しから、企業再編

に関する投資や企業再編コンサルティングの比重を高め、現在の経営環境をビジネスチャンスに転換できる

提案を行い、収益の向上に繋げてまいります。 

ロ 資金調達  

  当社の株価水準を考慮しながら時期を計り、国内外の機関投資家を引受先とするファイナンス（第三者割

当増資及び新株予約権付社債）による10億円の資金調達を計画しております。また、エルエムアイ株式会社

に対する短期貸付金３億15百万円につきましては、平成21年９月末日までに回収する予定であります。 

ⅱ 経営改善策の骨子 

イ 事業推進体制の改革 

  当社は引き続きポートフォリオの再編を急ぎ、現下のＥＸＩＴ（投資回収）案件に全社一丸となって取り

組むとともに、変動要因による影響の大きい短期利益重視の投資から、将来の持続的繁栄のため長期安定成

長の投資へと軸足を移すことといたします。 

ロ 財務体質の強化 

 当社は、平成21年３月30日をもって短期借入金を完済いたしました。 

  これにより、当社は、無借金経営となるとともに、投資回収の推進と新たな投資方針の実行により、財務

体質の強化を図ってまいります。 

ハ 経費の削減 

  当社グループは、緊急課題として組織体制の見直し及び本社運営コスト等、更なる経費削減に取り組んで

まいります。 

 以上により、平成21年度の売上高は24億50百万円とし、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては、

黒字化を目指してまいります。  

  

(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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等



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 195,224 310,417

受取手形及び売掛金 171,225 182,277

営業投資有価証券 1,229,547 1,285,784

商品及び製品 239,743 276,417

短期貸付金 315,000 315,000

その他 52,689 31,358

貸倒引当金 △7,963 △8,462

流動資産合計 2,195,466 2,392,793

固定資産   

有形固定資産 82,549 93,948

無形固定資産   

のれん 6,686 7,507

その他 4,972 5,384

無形固定資産合計 11,658 12,892

投資その他の資産   

投資有価証券 420,000 420,000

長期貸付金 155,100 160,000

その他 139,783 158,228

貸倒引当金 △227,363 △233,159

投資その他の資産合計 487,520 505,068

固定資産合計 581,728 611,909

資産合計 2,777,195 3,004,702

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,859 30,849

短期借入金 340,000 386,665

1年内返済予定の長期借入金 40,000 40,000

引当金 9,755 5,000

その他 112,632 96,122

流動負債合計 536,246 558,636

固定負債   

退職給付引当金 59,074 83,813

その他 3,766 23,766

固定負債合計 62,840 107,580

負債合計 599,087 666,216



（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 3,042,000 3,042,000

資本剰余金 1,541,365 1,541,627

利益剰余金 △2,355,864 △2,196,159

自己株式 △9,108 △9,347

株主資本合計 2,218,392 2,378,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △164,813 △165,717

評価・換算差額等合計 △164,813 △165,717

少数株主持分 124,528 126,082

純資産合計 2,178,108 2,338,486

負債純資産合計 2,777,195 3,004,702



(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 1,211,034 283,285

売上原価 710,888 140,231

売上総利益 500,145 143,053

販売費及び一般管理費 625,986 282,209

営業損失（△） △125,840 △139,155

営業外収益   

受取利息 10,080 4,447

受取配当金 1,566 5,846

為替差益 31,496 －

その他 953 545

営業外収益合計 44,097 10,839

営業外費用   

支払利息 12,557 3,977

為替差損 － 624

その他 1,092 160

営業外費用合計 13,649 4,762

経常損失（△） △95,392 △133,078

特別利益   

前期損益修正益 798 －

貸倒引当金戻入額 2,508 6,294

特別利益合計 3,307 6,294

特別損失   

固定資産除却損 － 10,019

営業投資有価証券評価損 － 17,221

たな卸資産評価損 13,572 －

本社統合費用 － 7,989

その他 － 3,761

特別損失合計 13,572 38,991

税金等調整前四半期純損失（△） △105,658 △165,775

法人税、住民税及び事業税 903 516

法人税等調整額 976 △2,932

法人税等合計 1,879 △2,416

少数株主損失（△） △8,573 △3,654

四半期純損失（△） △98,965 △159,705



(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（△） △105,658 △165,775

減価償却費 11,510 4,124

のれん償却額 857 821

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,063 △4,680

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,200 4,755

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,798 △24,739

返品調整引当金の増減額（△は減少） 5,295 －

売上値引引当金の増減額（△は減少） 13,700 －

受取利息及び受取配当金 △11,647 △10,293

支払利息 12,557 3,977

有形固定資産除却損 － 10,019

売上債権の増減額（△は増加） 229,132 21,368

たな卸資産の増減額（△は増加） △58,252 36,674

仕入債務の増減額（△は減少） 64,477 3,500

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 2,217,536 57,141

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,371 3,177

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,508 1,509

その他の資産の増減額（△は増加） 25,477 2,423

その他の負債の増減額（△は減少） △101,452 7,088

その他 △28,950 △2,348

小計 2,291,399 △51,258

利息及び配当金の受取額 21,670 6,327

利息の支払額 △6,189 △4,025

法人税等の支払額 △10,875 △2,838

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,296,005 △51,795

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 △6,582 △2,332

無形固定資産の取得による支出 △4,480 －

貸付金の回収による収入 700,000 4,900

差入保証金の差入による支出 － △3,006

差入保証金の回収による収入 25 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 688,963 △439

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 50,000 －

短期借入金の返済による支出 △61,100 △46,665

長期借入金の返済による支出 △22,500 △20,000

担保に供している預金の増加による支出 △150,050 －

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 －

自己株式の取得による支出 △212 △101

自己株式の売却による収入 143 78

少数株主からの払込みによる収入 － 2,100

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,185,813 △64,588

現金及び現金同等物に係る換算差額 28,112 1,629

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,172,733 △115,192

現金及び現金同等物の期首残高 1,923,837 295,417

現金及び現金同等物の四半期末残高 751,104 180,224



 当社グループは、平成19年３月期の連結会計年度から当第１四半期連結累計期間まで、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、当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が

存在しております。 

 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ます。売買目的で保有している営業投資有価証券につきましては、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いたしますが、これらが損失計上の主たる要因となっております。 

 今後の経営環境につきましては、株式市場並びに投資環境の大きな変化に伴い、非常に見通しが困難な状況であ

るため、前連結会計年度末に中期経営計画を見直し、対応策として、平成21年度の事業計画及び経営改善策を策定

いたしました。 

 平成21年度の事業計画及び経営改善策の骨子は以下のとおりであります。 

１．平成21年度の事業計画の骨子 

(1) インベストメントバンキング事業 

 厳しい経営環境の中、それぞれの業界において、事業再編の動きが活発化するとの見通しから、企業再編

に関する投資や企業再編コンサルティングの比重を高め、現在の経営環境をビジネスチャンスに転換できる

提案を行い、収益の向上に繋げてまいります。 

(2) 資金調達  

  当社の株価水準を考慮しながら時期を計り、国内外の機関投資家を引受先とするファイナンス（第三者割

当増資及び新株予約権付社債）による10億円の資金調達を計画しております。また、エルエムアイ㈱に対す

る短期貸付金３億15百万円につきましては、平成21年９月末日までに回収する予定であります。 

２．経営改善策の骨子 

(1) 事業推進体制の改革 

  当社は引き続きポートフォリオの再編を急ぎ、現下のＥＸＩＴ（投資回収）案件に全社一丸となって取り

組むとともに、変動要因による影響の大きい短期利益重視の投資から、将来の持続的繁栄のため長期安定成

長の投資へと軸足を移すことといたします。 

(2) 財務体質の強化 

 当社は、平成21年３月30日をもって短期借入金を完済いたしました。 

  これにより、当社は、無借金経営となるとともに、投資回収の推進と新たな投資方針の実行により、財務

体質の強化を図ってまいります。 

(3) 経費の削減 

  当社グループは、緊急課題として組織体制の見直し及び本社運営コスト等、更なる経費削減に取り組んで

まいります。 

 以上により、平成21年度の売上高は24億50百万円とし、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては、黒

字化を目指してまいります。  

 しかしながら、営業投資有価証券の売却金額と売却先及び資金調達の時期と引受先が決定していないことから、

現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、当社グループは上記の対応策を実行中であり、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、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記



  

（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 

アドバイザリー事業…………………Ｍ＆Ａアドバイザリー、財務アドバイザリー、事業コンサルティング 

その他の事業…………………………ブランド事業、リスクマネジメント事業他 

３．事業区分の方法の変更 

 従来、「その他の事業」に含めて表示していた「アドバイザリー事業」につきまして、全セグメントの売上高

に占める同事業の売上高の割合が10％を超えたため、当第１四半期連結累計期間より、「その他の事業」から分

離し、独立したセグメントとして表示することといたしました。 

 この結果、従来の方法と比較して当第１四半期連結累計期間の売上高は、「アドバイザリー事業」が47,799千

円増加し、「その他の事業」が同額減少しております。また、営業損益は、「アドバイザリー事業」が21,379千

円増加し、「その他の事業」が同額減少しております。 

  

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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） 

  
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 
 373,654  204,786  602,617  29,975  －  1,211,034

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  373,654  204,786  602,617  29,975  －  1,211,034

Ⅱ．営業損益  △116,868  △29,400  16,622  3,469  336  △125,840

  
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） 

  
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） 

アドバイザリー
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 
 40,914  169,543  47,799  25,027  －  283,285

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  40,914  169,543  47,799  25,027  －  283,285

Ⅱ．営業損益  △126,749  △22,602  16,716  △6,833  312  △139,155



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。 

  

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。 

   

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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  シンガポール その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  121,715  51,914  173,629

Ⅱ 連結売上高（千円）              1,211,034

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  10.1  4.3  14.3

(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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