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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 1,741 △8.5 616 ― 631 ― 245 ―

21年3月期第2四半期 1,903 ― △520 ― △497 ― △488 ―

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 1.16 ―

21年3月期第2四半期 △2.35 ―

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 3,696 3,070 69.4 12.08
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2四半期  2,563百万円 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

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 2,450 6.4 0 ― 0 ― 0 ― 0.00
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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  無  

(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2四半期 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2四半期  143,927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2四半期 212,182,128株 21年3月期第2四半期 208,362,627株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の在庫調整の一巡や政府の経済対策の効果により、輸出や

鉱工業生産で改善の動きが見られました。しかしながら、企業の生産活動が依然として低い水準にあることから雇用

情勢の悪化が懸念されます。加えて、急速な円高の進行や世界景気の下振れ懸念等、景気は厳しい状況が続いており

ます。 

 連結業績におきましては、インベストメントバンキング事業で、大型ＥＸＩＴ（投資回収）が成約し、当社及び当

社連結子会社であるＯａｋキャピタル１号投資事業有限責任組合が連結業績に大きく貢献いたしました。また、アド

バイザリー事業につきましては、国内外の有力企業とアドバイザリー契約を締結し、企業再編コンサルティングに取

り組んでまいりました。さらに、当社におきまして、本社運営コストの見直し等による経費削減にも努めてまいりま

した。 

 以上により、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高17億41百万円（前年同四半期比、１億62百万

円減）、営業利益６億16百万円（同、11億36百万円増）、経常利益６億31百万円（同、11億28百万円増）、四半期純

利益２億45百万円(同、７億34百万円増)と黒字転換するとともに大幅に改善いたしました。  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四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、６億92百万円増加し36億96百万円となり

ました。増加した主な要因は、大型ＥＸＩＴ（投資回収）の成約により、売掛金が増加したためであります。負債

につきましては、前期末に比べ、40百万円減少し６億25百万円となりました。減少した主な要因は、連結子会社が

短期借入金を一部返済したことによるものであります。純資産につきましては、７億32百万円増加し30億70百万円

となりました。  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前期末と比べ、17百万円減少し２億78百万円となりまし

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、当第２四半期連結累計期間において７百万円のキャッシュ・インフロ

ーとなりました。主な要因は、保有株式のＥＸＩＴ（投資回収）が計画どおり進んだことなどにより、税金等調

整前四半期純利益を計上したことなどによるものでありますが、一部の大型ＥＸＩＴ（投資回収）の約定が当第

２四半期連結会計期間末に確定し、それに係る資金回収が翌四半期連結会計期間（平成21年10月20日回収済み）

となったため営業活動によるキャッシュ・インフローは７百万円に留まりました。 

（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、当第２四半期連結累計期間において36百万円のキャッシュ・インフロ

ーとなりました。その主な要因は、当社の本社フロアーの統合に伴う差入保証金の一部回収及び長期貸付金の回

収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）  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、当第２四半期連結累計期間において54百万円のキャッシュ・アウトフ

ローとなりました。その主な要因は、借入金の純減によるものであります。 

  

 当第２四半期以降の経済環境につきましては、世界的な金融危機の影響や景気の下振れリスクが続くものと考えて

おります。なお、当社は、投資回収した資金に新たに資金調達した資金を加え、積極的な事業展開を進め、収益性の

高い投資ポートフォリオの構築に努めてまいります。  

  

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 簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

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。  

  

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 

 当社グループは、平成19年３月期の連結会計年度から第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）純損失を計上していたため、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の対応策とし

て、中期経営計画を策定いたしましたが、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

状況となったため、前連結会計年度末に中期経営計画を見直し、新たな対応策として、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。そ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12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。 

 当第２四半期連結累計期間において、連結・個別ともに黒字転換いたしましたが、引き続き、上記の施策を推

進し、通期での黒字化を目指してまいります。 

なお、資金調達につきましては、新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の発行に係る契約を締結し、

総額49億61百万円の資金調達を行います。 

  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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 293,036 310,417

受取手形及び売掛金 1,229,396 182,277

営業投資有価証券 1,033,956 1,285,784

商品及び製品 208,458 276,417

短期貸付金 315,000 315,000

その他 38,025 31,358

貸倒引当金 △6,585 △8,462

流動資産合計 3,111,286 2,392,793

固定資産   

有形固定資産 78,933 93,948

無形固定資産   

のれん 5,865 7,507

その他 4,560 5,384

無形固定資産合計 10,425 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 141,600 160,000

その他 140,761 158,228

貸倒引当金 △213,563 △233,159

投資その他の資産合計 488,798 505,068

固定資産合計 578,156 611,909

繰延資産 7,302 －

資産合計 3,696,745 3,004,702

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 34,679 30,849

短期借入金 327,500 386,665

1年内返済予定の長期借入金 30,000 40,000

引当金 1,210 5,000

その他 138,860 96,122

流動負債合計 532,249 558,636

固定負債   

長期借入金 32,000 20,000

退職給付引当金 58,042 83,813

その他 3,489 3,766

固定負債合計 93,531 107,580

負債合計 625,780 666,216
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,042,000 3,042,000

資本剰余金 1,541,328 1,541,627

利益剰余金 △1,950,512 △2,196,159

自己株式 △9,118 △9,347

株主資本合計 2,623,697 2,378,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △59,769 △165,717

評価・換算差額等合計 △59,769 △165,717

新株予約権 5,700 －

少数株主持分 501,336 126,082

純資産合計 3,070,964 2,338,486

負債純資産合計 3,696,745 3,004,702
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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：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 1,903,688 1,741,098

売上原価 1,231,564 562,100

売上総利益 672,124 1,178,997

販売費及び一般管理費 1,192,125 562,877

営業利益又は営業損失（△） △520,001 616,119

営業外収益   

受取利息 19,601 8,952

受取配当金 4,404 9,424

為替差益 23,721 －

未払配当金戻入益 － 6,886

その他 5,527 1,095

営業外収益合計 53,256 26,358

営業外費用   

支払利息 26,985 7,543

為替差損 － 1,965

その他 3,336 1,462

営業外費用合計 30,321 10,972

経常利益又は経常損失（△） △497,067 631,505

特別利益   

前期損益修正益 798 10

貸倒引当金戻入額 7,189 21,472

賞与引当金戻入額 － 1,852

関係会社株式売却益 999 －

特別利益合計 8,988 23,335

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 － 10,737

その他 710 3,737

特別損失合計 14,282 41,716

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（△）

△502,361 613,124

法人税、住民税及び事業税 1,633 1,044

法人税等調整額 △1,318 △4,471

法人税等合計 314 △3,426

少数株主利益又は少数株主損失（△） △13,678 370,903

四半期純利益又は四半期純損失（△） △488,997 245,646
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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 692,654 1,457,812

売上原価 520,675 421,868

売上総利益 171,979 1,035,944

販売費及び一般管理費 571,626 285,399

営業利益又は営業損失（△） △399,647 750,544

営業外収益   

受取利息 9,520 4,504

受取配当金 2,838 3,578

未払配当金戻入益 3,446 6,886

その他 1,128 549

営業外収益合計 16,933 15,518

営業外費用   

支払利息 14,427 3,566

為替差損 7,774 1,341

その他 2,244 1,301

営業外費用合計 24,446 6,209

経常利益又は経常損失（△） △407,161 759,853

特別利益   

前期損益修正益 － 10

貸倒引当金戻入額 4,681 15,177

賞与引当金戻入額 5,487 6,607

関係会社株式売却益 999 －

特別利益合計 11,168 21,795

特別損失   

固定資産除却損 260 －

店舗閉鎖損失 450 －

本社統合費用 － 2,748

特別損失合計 710 2,748

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（△）

△396,702 778,900

法人税、住民税及び事業税 730 528

法人税等調整額 △2,295 △1,538

法人税等合計 △1,565 △1,009

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,105 374,557

四半期純利益又は四半期純損失（△） △390,032 405,351
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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（△）

△502,361 613,124

減価償却費 24,251 8,152

のれん償却額 1,642 1,642

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,216 △21,472

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,400 △3,790

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,338 △25,771

返品調整引当金の増減額（△は減少） △191 －

売上値引引当金の増減額（△は減少） 1,099 －

受取利息及び受取配当金 △24,006 △18,376

支払利息 26,985 7,543

有形固定資産除却損 260 10,019

関係会社株式売却損益（△は益） △999 －

売上債権の増減額（△は増加） 241,039 △1,039,565

たな卸資産の増減額（△は増加） △91,948 67,959

仕入債務の増減額（△は減少） 121,175 3,201

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 2,396,818 357,775

未収消費税等の増減額（△は増加） 6,340 1,946

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,455 5,116

その他の資産の増減額（△は増加） △5,667 △5,607

その他の負債の増減額（△は減少） △103,803 31,586

その他 △16,299 7,582

小計 2,081,312 1,066

利息及び配当金の受取額 39,565 17,224

利息の支払額 △14,613 △7,586

法人税等の支払額 △11,321 △2,838

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,094,944 7,865

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 △7,171 △2,332

無形固定資産の取得による支出 △4,480 －

子会社株式の売却による収入 1,000 －

貸付金の回収による収入 750,000 18,400

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 15,625 23,762

投資活動によるキャッシュ・フロー 754,974 36,822
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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   

短期借入れによる収入 245,000 －

短期借入金の返済による支出 △66,650 △59,165

長期借入れによる収入 － 32,000

長期借入金の返済による支出 △35,000 △30,000

担保に供している預金の減少による収入 16,700 －

担保に供している預金の増加による支出 △165,050 －

社債の償還による支出 △200,000 －

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 －

新株予約権の発行による支出 － △2,031

自己株式の取得による支出 △1,356 △162

自己株式の売却による収入 989 92

少数株主からの払込みによる収入 － 4,350

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,207,461 △54,916

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,566 △7,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,340,976 △17,381

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 582,861 278,036
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 当社グループは、平成19年３月期の連結会計年度から第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）純損失を計上していたため、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12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。 

 当第２四半期連結累計期間において、連結・個別ともに黒字転換いたしましたが、引き続き、上記の施策を推進

し、通期での黒字化を目指してまいります。 

なお、資金調達につきましては、新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の発行に係る契約を締結し、総

額49億61百万円の資金調達を行います。 

しかしながら、エルエムアイ㈱に対する短期貸付金につきまして、回収期日が平成21年12月末日まで再延期と

なったことから、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。従いまして、今後、当社が

同社に対する短期貸付金を予定通り回収した段階で、現状の継続企業の前提に関する重要な不確実性が解消されて

いくものと認識しております。 

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連結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
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(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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） 

  
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 

 △93,714  183,616  571,358  31,394  －  692,654

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  56  －  －  △56  －

計  △93,714  183,672  571,358  31,394  △56  692,654

Ⅱ．営業損益  △316,379  △14,900  △65,937  △2,762  332  △399,647

  
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） 

  
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 
 1,242,316  178,438  12,800  24,257  －  1,457,812

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  53  －  －  △53  －

計  1,242,316  178,492  12,800  24,257  △53  1,457,812

Ⅱ．営業損益  757,424  △11,108  7,442  △4,024  810  750,544
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（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 

ファッション事業……………………ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売 

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．事業区分名称の変更 

前第２四半期連結累計期間 

 前連結会計年度まで「投資事業」と表示していた事業について、第１四半期連結累計期間より「インベストメ

ントバンキング事業」と名称を変更しております。 

４．事業区分の方法の変更 

当第２四半期連結累計期間  

 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」につきましては、全セグメントの売上

高に占める同事業の割合が高まったため、第１四半期連結会計期間より、「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２四半期連結累計期間の売上高は、「アドバイザリー事業」が60,600千

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24,159千

円増加し、「その他の事業」が同額減少しております。  

  

  
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） 

  
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 
 279,940  388,402  1,173,975  61,370  －  1,903,688

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  56  －  －  △56  －

計  279,940  388,459  1,173,975  61,370  △56  1,903,688

Ⅱ．営業損益  △433,247  △38,813  △49,314  706  668  △520,001

  
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） 

  
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 
 1,283,231  347,981  60,600  49,285  －  1,741,098

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  53  －  －  △53  －

計  1,283,231  348,035  60,600  49,285  △53  1,741,098

Ⅱ．営業損益  630,674  △28,955  24,159  △10,881  1,123  616,119
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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）及び当第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）並びに前第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） 

 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。 

  

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） 

 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）  △123,969  1,535  △122,433

Ⅱ 連結売上高（千円）              692,654

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  △17.9  0.2  △17.7

  シンガポール その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  △2,253  53,449  51,195

Ⅱ 連結売上高（千円）              1,903,688

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  △0.1  2.8  2.7

(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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