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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,299 △18.3 191 518.9 272 ― 156 △70.3
21年3月期第2四半期 2,816 22.2 30 ― △44 ― 526 ―

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2四半期 3,214.34 3,212.09
21年3月期第2四半期 10,828.72 ―

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2四半期 6,449 4,603 65.0 86,673.65
21年3月期 6,929 4,651 60.3 86,012.99

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,196百万円 21年3月期  4,181百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 1,000.00 1,000.00

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 5,200 △10.4 800 17.5 700 37.6 380 △56.6 7,826.82
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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  
（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） 

(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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入力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
化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の5、6ページをご参照ください。 

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2四半期 49,740株 21年3月期  49,740株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,320株 21年3月期  1,120株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 48,551株 21年3月期第2四半期 48,620株
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 当社グループの当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）の業績は、売上高

2,299,886千円（前年同期比18.3％減）、営業利益191,176千円（前年同期比518.9％増）、経常利益272,153千円

（前年同期は44,256千円の経常損失）、税金等調整前四半期純利益268,774千円（前年同期は141,827千円の税金等

調整前四半期純損失）、四半期純利益156,059千円（前年同期比70.3％減）となりました。 

 なお、売上高が前年同期比減収となった主な要因は、前第２四半期連結累計期間では投資ファンド事業での投資

先株式の売却による売上計上額が416,000千円あったのに対して、当第２四半期連結累計期間では投資ファンド事業

での投資先株式の売却による売上計上額がなかったことによります。 

 一方、営業利益・経常利益・税金等調整前四半期純利益が前年同期比それぞれ増益となった主な要因は、前第２

四半期連結累計期間では投資ファンド事業において上記株式売却により309,333千円の株式売却益を計上したもの

の、一方で投資損失を645,914千円計上し、結果として投資ファンド事業は営業損失が417,289千円であったのに対

し、当第２四半期連結累計期間では投資ファンド事業における営業損失が122,667千円と前年同期に比べて損失額が

減少したことによります。 

 また、税金等調整前四半期純利益が前年同期比増益となっているのに対し、四半期純利益では前年同期比減益と

なっている理由は、前第２四半期連結累計期間において過年度で計上していなかった繰越欠損金等に対する繰延税

金資産を追加で７億円程度計上できたことによります。 

 

 各セグメント別の業績概況は次のとおりであります。 

  

(1) 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２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,549,208千円（前年同期比19.6％

増）、営業利益240,689千円（同10.7％増）となりました。 

 企業再生コンサルティングを中心としたコンサルティング案件の受注状況が引き続き堅調であったことから業

績は順調に推移し、増収増益となりました。 

  

(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事業の当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高192,160千円（前年同期比56.9％

減）、営業利益15,954千円（同91.1％減）となりました。 

 厳しい不動産市況のもと大幅な減収減益となりましたが、物納コンサルティングを中心としたコンサルティン

グ案件の地道な積上げにより、若干ではありますが営業利益を確保できました。 

  

(3) 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２四半期連結累計期間の業績は、売上高277,445千円

（前年同期比8.0％増）、営業利益56,359千円（同425.0％増）となりました。 

 財務デューディリジェンス業務、バリュエーション業務並びにＭ＆Ａのファイナンシャルアドバイザリー業務

が比較的順調であったことから業績は順調に推移し、増収増益となりました。 

 なお、上場支援コンサルティングの報酬として受領し保有していた新株予約権を権利行使して得た株式の売却

により、160,647千円の投資有価証券売却益（営業外収益）を計上いたしました。当該株式（新株予約権）につき

ましては、平成20年３月期に株価の大幅な下落により評価損計上し帳簿価額を大幅に引き下げましたが、当第２

四半期連結累計期間で売却した時点では、当該株式の時価が評価損計上後の帳簿価額に対して相当復元していた

ことから売却益の計上ができました。 

  

(4) 投資ファンド事業 

 投資ファンド事業の当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高2,108千円（前年同期比99.5％減）、営業損失

122,667千円（前年同期は417,289千円の営業損失）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間は、キャピタルパートナー・二号ファンド投資先のうち早期に売却する予定の投資

先１社の株式について財務健全性の観点に立ち、投資損失引当金70,819千円を計上いたしました。 

 事業承継ファンドであるキャピタルソリューション壱号ファンドでは、当第２四半期連結累計期間で１件、

190,656千円を投資実行いたしました。 

  

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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 (5) ＦＰ関連事業 

 ＦＰ関連事業の当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高350,773千円（前年同期比17.6％減）、営業利益

1,822千円（同95.2％減）となりました。 

 景気低迷の影響を受けている個人マーケットでの主力商品ＡＦＰ（２級ＦＰ技能士）資格取得講座の売上低調

と金融機関向けのＦＰ実務研修の受注減少等により、減収減益となりました。 

  

 なお、各セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高71,810千円（経営コンサルティング事業22,672千

円、不動産コンサルティング事業5,861千円、資本・株式・株主に関するコンサルティング事業37,483千円、ＦＰ関

連事業5,793千円）が含まれております。 

  

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

 当第２四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増加額が185,046千円、社債の償還支出

が100,000千円、関係会社投資有価証券の取得支出が80,880千円、投資有価証券の取得支出が57,000千円、その他

負債の減少額が247,985千円等の資金減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が268,774千円（前年

同期は141,827千円の損失）となったこと、売上債権の減少額が282,310千円、投資有価証券の売却による収入が

197,944千円、少数株主からの出資受入による収入が102,389千円あったこと等から187,308千円の資金増（前年同

期は685,122千円の資金減）となりました。その結果、当第２四半期連結累計期間の資金残高は、2,428,832千円

となりました。 

  

（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ける営業活動による資金の増加は、231,383千円（前年同期は320,029千円の資

金増）となりました。 

 これは、営業投資有価証券の増加額185,046千円（主としてキャピタルソリューション壱号ファンドでの投資実

行）、その他負債の減少額247,985千円があった一方で、売上債権の減少額282,310千円、営業貸付金の回収収入

100,000千円、税金等調整前四半期純利益が268,774千円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２四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、82,567千円（前年同期は41,288千円の資金

増）となりました。 

 これは、関係会社投資有価証券の取得による支出80,880千円、投資有価証券の取得による支出57,000千円（主

として当社グループ外運営ファンドへの出資払込）があった一方で、投資有価証券の売却による収入197,944千円

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２四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、126,642千円（前年同期は1,046,441千円の

資金減）となりました。 

 これは、少数株主からの出資受入による収入が102,389千円（キャピタルソリューション壱号ファンドの当社グ

ループ外出資者からの追加出資受入）あった一方で、社債の償還による支出100,000千円、配当金の支払額47,863

千円、少数株主への分配金の支払額38,667千円（当社グループ会社の運営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額）があったこと等によるものであります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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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２四半期連結累計期間は、企業再生コンサルティング案件の受注状況が引き続き堅調であったことか

ら、順調な業績を確保することができました。 

 当期（通期）につきましては、下半期も引き続き企業再生コンサルティングニーズが高い状況にあることか

ら、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。今後も企業再生コンサルティング対応体制をよ

り一層強化するとともに確固たる営業基盤を構築してまいります。また事業承継、組織再編ニーズや病医院の

経営改善ニーズ等、様々なコンサルティングニーズにも対応できる体制を整備してまいります。そして更なる

コンサルティングメニューの拡充を図り、中堅・中小企業はもとより企業再生ファンド等の新規顧客先の開拓

を積極的に展開してまいります。 

  

② 不動産コンサルティング事業 

 当第２四半期連結累計期間は、厳しい不動産市況のもと、会計事務所・金融機関へのアプローチによる案件

受注に注力し、物納コンサルティングを中心としたコンサルティング案件の地道な積上げにより若干ではあり

ますが営業利益を確保できました。 

 下半期も不動産市況は厳しい状況が続く可能性が高いと考えておりますが、市況の変化に機敏に対応し、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広いコンサルティン

グビジネスを行うことにより、当期（通期）につきましても、相応の利益確保を目指してまいります。 

  

③ 資本・株式・株主に関するコンサルティング事業 

 当第２四半期連結累計期間は、事業再編・事業再生に伴う上場企業の財務デューディリジェンス業務、バリ

ュエーション業務並びにＭ＆Ａのファイナンシャルアドバイザリー業務が比較的順調であったことから、業績

はほぼ当初計画通りに推移いたしました。 

 当期（通期）につきましては、大手金融機関との営業ネットワークを更に拡大・充実し、また有為な人材を

積極的に登用し、上記資本まわりの業務に加え、優良企業オーナーの事業承継・資産承継アドバイザリー業務

もワンストップ型で強力に推進してまいります。これにより前年度を上回る業績確保を目指してまいります。 

  

④ 投資ファンド事業 

(a) キャピタルパートナー・二号ファンド 

 当第２四半期連結累計期間は、早期に売却する方針の投資先１社の株式売却の実現及び中長期に保有する方

針の投資先２社の企業価値向上に注力してまいりました。 

 早期に売却する方針の投資先１社については、先行き不透明感のある経済情勢のもと、不安定要素もあるこ

とから財務健全性の観点に立ち、投資損失引当金70,819千円を計上いたしました。 

 当期（通期）につきましては、引き続き早期に売却する方針の投資先１社の株式売却の実現及び中長期的に

保有する方針の投資先２社の企業価値向上に注力してまいります。中長期に保有する方針の投資先２社につき

ましては、不安定な経済情勢下ではありますが、再生が軌道に乗りつつある状況にありますので、これらをし

っかり再生させるべく 大限の努力をしてまいります。 

   

(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（キャピタルソリューション壱号ファンド） 

 当ファンドは優良な中堅・中小企業の事業承継をサポートするマイノリティー出資を原則とするファンドで

あり、資本政策の一端として当ファンドの資金を活用し健全な事業の承継が出来る様にサポートするファンド

であります。すなわち、当ファンドはハイリスク・ハイリターンを追わず、ローリスクでそれに見合う程度の

リターンを追求し、かつ、事業承継コンサルティングの一環としての機能を果たすことを目的として立ち上げ

たファンドであります。 

 当第２四半期連結累計期間では、１件、190,656千円を投資実行いたしました。平成21年９月末までの累計投

資額は、計４件、293,242千円になりました。 

 今後も大手金融機関等の協力のもと、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し、

投資リスクを 小限に抑えながら慎重に投資案件を発掘してまいります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報
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⑤ ＦＰ関連事業 

 当第２四半期連結累計期間は、景気低迷の影響を受けている個人マーケットでの主力商品ＡＦＰ（２級ＦＰ

技能士）資格取得講座の売上低調と、昨秋の金融危機の影響を受けている金融機関に対するＦＰ実務研修の受

注減少等により、減収減益となりました。 

 下半期も景気低迷による厳しい事業環境が続くものと見込んでおりますが、資格取得講座斡旋先企業の深掘

りと新規取引先の開拓、顧客ニーズを的確に捉えた企業実務研修の提案等を地道にかつスピーディーに進め、

当期（通期）につきましても相応の利益確保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の受注が引き続き堅調であることから、順調な業績

確保ができるものと見込んでおります。 

 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非常に厳しい事業環境が継続するものと考えて

おりますが、市況の変化に機敏に対応することにより収益機会を獲得し、業績貢献を目指してまいります。 

 資本・株式・株主に関するコンサルティング事業は、営業ネットワーク拡充による営業力強化を推進すること

により、順調な業績確保ができるものと見込んでおります。 

 投資ファンド事業は、キャピタルパートナー・二号ファンドで再生が軌道に乗りつつある投資先２社の事業再

生に全力を傾注いたします。 

 ＦＰ関連事業は、引き続き厳しい事業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企業実務研修の提案等により業績貢献を目指してまいります。 

  

 なお、当第２四半期連結累計期間において投資有価証券売却益を当初見込みよりも多く計上できましたが、経

済環境の不透明さから通期連結業績予想を変更するほどの状況にはないと判断し、平成21年５月８日に公表した

連結業績予想数値をそのまま据え置きました。 

  

平成22年３月期の連結業績予想（平成21年５月８日公表）                  （単位：百万円）

  

  

 該当事項はありません。 

  

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。 

  

 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書）  

 前第２四半期連結累計期間で区分掲記しておりました「商品廃棄損」は、当第２四半期連結累計期間にお

いて金額的重要性が乏しくなったため、営業外費用の「その他」に含めて表示することにいたしました。な

お、当第２四半期連結累計期間の「商品廃棄損」は3,244千円であります。 

  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

通 期 5,200 800 700 380 

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,428,832 2,241,523

受取手形及び売掛金 419,597 701,907

営業投資有価証券 715,622 548,456

投資損失引当金 △70,819 －

営業投資有価証券（純額） 644,803 548,456

営業貸付金 100,000 200,000

有価証券 － 10,015

商品及び製品 20,586 17,686

原材料及び貯蔵品 1,524 1,520

繰延税金資産 66,372 122,936

その他 248,789 269,459

貸倒引当金 △240,314 △239,385

流動資産合計 3,690,190 3,874,121

固定資産   

有形固定資産 181,586 189,413

無形固定資産   

のれん 20,068 2,365

その他 9,040 9,372

無形固定資産合計 29,109 11,738

投資その他の資産   

投資有価証券 1,493,699 1,663,923

投資損失引当金 △3,379 －

投資有価証券（純額） 1,490,319 1,663,923

敷金及び保証金 231,942 272,606

繰延税金資産 639,287 717,782

その他 201,544 213,212

貸倒引当金 △24,299 △26,924

投資その他の資産合計 2,538,796 2,840,601

固定資産合計 2,749,492 3,041,752

繰延資産 10,015 13,436

資産合計 6,449,698 6,929,310

ＴＦＰコンサルティンググループ株式会社（4792）　平成22年３月期 第２四半期決算短信

7



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 36,851 34,958

短期借入金 478,000 488,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払法人税等 23,481 38,605

賞与引当金 68,288 59,740

返品調整引当金 1,442 939

その他 193,677 435,098

流動負債合計 1,001,742 1,257,342

固定負債   

社債 590,000 690,000

長期借入金 227,000 243,000

繰延税金負債 － 57,642

その他 27,185 29,947

固定負債合計 844,185 1,020,589

負債合計 1,845,927 2,277,932

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 1,292,804 1,185,365

自己株式 △214,085 △200,385

株主資本合計 4,196,790 4,103,051

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △51 78,900

評価・換算差額等合計 △51 78,900

新株予約権 14,971 12,309

少数株主持分 392,060 457,116

純資産合計 4,603,770 4,651,378

負債純資産合計 6,449,698 6,929,310

ＴＦＰコンサルティンググループ株式会社（4792）　平成22年３月期 第２四半期決算短信

8



（２）四半期連結損益計算書  
 （第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,816,772 2,299,886

売上原価 1,097,336 367,626

返品調整引当金戻入額 1,281 939

返品調整引当金繰入額 1,413 1,442

売上総利益 1,719,304 1,931,756

販売費及び一般管理費 1,688,414 1,740,579

営業利益 30,889 191,176

営業外収益   

受取利息 4,057 496

受取配当金 1,970 1,901

投資有価証券売却益 － 160,647

その他 8,248 7,169

営業外収益合計 14,277 170,214

営業外費用   

支払利息 17,248 11,452

投資事業組合運用損 9,558 8,606

商品廃棄損 6,774 －

持分法による投資損失 43,222 43,222

その他 12,620 25,956

営業外費用合計 89,423 89,237

経常利益又は経常損失（△） △44,256 272,153

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 －

減損損失 56,161 －

投資損失引当金繰入額 － 3,379

特別損失合計 97,570 3,379

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△141,827 268,774

法人税、住民税及び事業税 71,266 40,932

法人税等調整額 △670,695 134,663

法人税等合計 △599,428 175,596

少数株主損失（△） △68,890 △62,881

四半期純利益 526,492 156,059
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,262,055 1,137,494

売上原価 △73,816 215,247

返品調整引当金戻入額 1,736 1,691

返品調整引当金繰入額 1,413 1,442

売上総利益 1,336,195 922,495

販売費及び一般管理費 825,476 850,818

営業利益 510,719 71,676

営業外収益   

受取利息 3,511 434

受取配当金 1,952 1,901

投資有価証券売却益 － 30,681

その他 2,427 5,395

営業外収益合計 7,891 38,412

営業外費用   

支払利息 7,957 6,726

投資事業組合運用損 8,808 8,606

商品廃棄損 6,774 －

持分法による投資損失 21,611 21,611

その他 8,077 16,158

営業外費用合計 53,229 53,102

経常利益 465,381 56,987

特別損失   

投資有価証券評価損 13,524 －

投資損失引当金繰入額 － 3,379

減損損失 56,161 －

特別損失合計 69,686 3,379

税金等調整前四半期純利益 395,694 53,607

法人税、住民税及び事業税 63,791 14,707

法人税等調整額 △633,511 53,749

法人税等合計 △569,720 68,456

少数株主利益又は少数株主損失（△） 81,428 △52,305

四半期純利益 883,986 37,457
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△141,827 268,774

減価償却費 18,952 15,157

のれん償却額 7,101 81

持分法による投資損益（△は益） 43,222 43,222

減損損失 56,161 －

投資損失引当金の増減額（△は減少） △744,099 74,198

債権放棄損 19,863 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 334,514 △1,695

賞与引当金の増減額（△は減少） △947 8,547

返品調整引当金の増減額（△は減少） 132 503

受取利息及び受取配当金 △6,028 △2,398

支払利息 17,248 11,452

投資事業組合運用損益（△は益） 9,558 8,606

投資有価証券売却損益（△は益） － △160,647

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） 970,532 △185,046

営業貸付金の増減額（△は増加） 43,000 100,000

売上債権の増減額（△は増加） 59,393 282,310

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,746 △2,904

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 5,930 40,663

仕入債務の増減額（△は減少） △24,450 1,893

その他の資産の増減額（△は増加） 118,512 44,591

その他の負債の増減額（△は減少） △175,504 △247,985

小計 648,011 299,325

利息及び配当金の受取額 1,913 467

利息の支払額 △17,479 △11,829

法人税等の支払額 △312,415 △56,580

営業活動によるキャッシュ・フロー 320,029 231,383

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 △3,754 △6,038

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 △316 △57,000

投資有価証券の売却による収入 － 197,944

投資有価証券からの分配による収入 － 20,567

関係会社投資有価証券の取得による支出 － △80,880

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 △2,040 △2,040

その他の収入 2,875 10,015

投資活動によるキャッシュ・フロー 41,288 82,567
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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） △437,000 △10,000

長期借入金の返済による支出 △220,000 △16,000

社債の償還による支出 △100,000 △100,000

少数株主からの出資受入による収入 71,591 102,389

自己株式の取得による支出 － △13,700

配当金の支払額 △653 △47,863

少数株主への分配金の支払額 △360,019 △38,667

少数株主への配当金の支払額 △360 △2,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,046,441 △126,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △685,122 187,308

現金及び現金同等物の期首残高 2,140,845 2,241,523

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,455,722 2,428,832
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 該当事項はありません。 

  

  前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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 

  

  前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間 

（自平成21年４月1日 至平成21年９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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間 

（自平成21年４月1日 至平成21年９月30日） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

 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 

1,257,069 445,747 249,700 445,862 418,392 2,816,772 － 2,816,772

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

38,192 218 7,104 － 7,727 53,242 △53,242 －

計 1,295,261 445,965 256,805 445,862 426,119 2,870,015 △53,242 2,816,772

営業利益又は営
業損失（△） 

217,346 180,954 10,733 △417,289 38,669 30,415 474 30,889

  

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 

1,526,536 186,299 239,961 2,108 344,980 2,299,886 － 2,299,886

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

22,672 5,861 37,483 － 5,793 71,810 △71,810 －

計 1,549,208 192,160 277,445 2,108 350,773 2,371,696 △71,810 2,299,886

営業利益又は営
業損失（△） 

240,689 15,954 56,359 △122,667 1,822 192,158 △981 191,176

〔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

ＴＦＰコンサルティンググループ株式会社（4792）　平成22年３月期 第２四半期決算短信
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