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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

■ 連結業績をみると、売上・利益とも前年を上回り、特に営業利益は２０．５％増、経常利益は２２．８％増と前年を大
きく上回る

■ 個別業績は着実に回復が進み、売上は前年同期比で４．２％増、営業利益は１５．８％増、経常利益は２１．５％増と
いずれも前年を上回る

■ 四半期純利益に関しては、旧大阪本社ビル売却に伴う特別損失を第１四半期に７．１６億円計上しつつも、連結業
績で１０３．３％増、個別業績で８８．０％増と大きく改善した

（連結業績） 実績 前年同期比 （個別業績） 実績 前年同期比
売上高 ６３．６１億円 ＋ ０．９％ 売上高 ５９．６３億円 ＋ ４．２％
営業利益 １３．８０億円 ＋ ２０．５％ 営業利益 １４．２３億円 ＋ １５．８％
経常利益 １３．８３億円 ＋ ２２．８％ 経常利益 １４．３７億円 ＋ ２１．５％
四半期純利益 ３．７３億円 ＋１０３．３％ 四半期純利益 ３．７３億円 ＋ ８８．０％

● 売上高：主力のコンサルタント事業の売上増で、書籍出版・ベンチャーキャピタル・その他事業の減少分をカバー
● 営業利益・経常利益：継続的なローコスト化及びベンチャーキャピタル事業の赤字幅の減少により増益
● 四半期純利益：第１四半期の減損損失の計上後、回復が順調に進み、前年を大きく上回る

■ 財務状況は、前期とほぼ同率の自己資本比率を維持（８３.２%）し健全な状態にある
■ キャッシュフローによる現金同等物は、大阪新社屋購入に伴う支出があったものの前期末より１．６億円増の３５．７
億円

■ 業績予想（連結） ※第１四半期決算時より予想の修正はございません ※カッコ内は２１年１２月期増減率

（業績予想） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
通期 ８９．００億円(＋2.4%) １７．６５億円(＋7.0%) １７．９０億円(＋9.2%) ６．６０億円（＋21.1%）

● コンサルタント事業

・好調なコンサルティング分野のより一層の底上げとともに主力分野である建設・不動産業界、アミューズメント業界向

けコンサルティングの安定受注に努め、コンサルタント事業の基盤を整備する

・より事業活動に適した場所に移転した大阪新本社を受注機会の創出の場とするよう努める。先に営業拠点を移した

東京本社（千代田区丸の内）に続き、東阪の２大営業拠点づくりに注力する

● 書籍出版事業：優良作品の創出・販売や原価低減、間接費削減に取り組み、事業基盤強化と収益拡大に努める

● ベンチャーキャピタル事業：今後も厳しい環境が続くと見込まれ、営業投資有価証券の早期の流動化に尽力する

● その他事業：ＩＴアウトソーシング事業における営業活動を強化し、新規顧客の獲得に努める



２．平成２２年１２月期第３四半期決算報告
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■売上は主力のコンサルタント事業が着実に業績を回復し、書籍出版事業・ベンチャーキャ

ピタル事業・その他事業の落ち込みをカバーし、前年の上回る実績となる

■営業利益・経常利益は、継続的な経費削減が功を奏し、またベンチャーキャピタル事業の

損失が大幅に減少したことにより、それぞれ前期比２０．５％、２２．８％増

■四半期純利益は、第１四半期の大阪本社土地の減損損失７．１６億円を計上しつつも、業

績回復が進み、連結業績で１０３．３％増、個別業績で８８．０％増と大きく改善した

２．平成２２年１２月期第３四半期決算報告

（１）連結収益状況

２１年９月期 ２２年９月期

金額（百万円） 構成比(%) 金額（百万円） 構成比(%) 前期比(%)

売上高 6,304 100.0 6,361 100.0 ＋0.9

営業利益 1,144 18.2 1,380 21.7 ＋20.5

経常利益 1,126 17.9 1,383 21.8 ＋22.8

四半期純利益 183 2.9 373 5.9 ＋103.3

１株当たり
四半期純利益（円） 6. 58 － 13. 29 － －
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■主力のコンサルタント事業は、順調に業績の回復が進み、売上高・営業利益ともに前期を上

回る

■書籍出版事業・その他事業については、個人消費の低迷等もあり前期を下回る

■ベンチャーキャピタル事業は、株式市況の停滞により売上高を確保することができず、依然と

して厳しい状況が続いているが、減損は一巡し、営業損失額は減少

（２）事業別経営成績

２．平成２２年１２月期第３四半期決算報告

営業利益売 上 高 （※外部顧客に対する売上高）

２１年９月期 ２２年９月期

金額
（百万円）

構成比
(%)

金額
（百万円）

構成比
(%)

前期比
(%)

コンサルタント
事業

5,631 89.3 5,874 92.3 +4.3

書籍出版
事業

371 5.9 328 5.2 -11.6

ベンチャー
キャピタル事業

121 1.9 5 0.1 -95.3

その他 179 2.9 152 2.4 -15.1

合計 6,304 100.0 6,361 100.0 +0.9

２１年９月期 ２２年９月期

金額
（百万円）

構成比
(%)

金額
（百万円）

構成比
(%)

前期比
(%)

コンサルタント
事業

1,171 102.4 1,368 99.1 +16.8

書籍出版
事業

31 2.7 26 1.9 -16.1

ベンチャー
キャピタル事業

-110 -9.6 -43 -3.1 -

その他 44 3.9 22 1.7 -48.9

消去または全社 7 0.6 6 0.4 -13.8

合計 1,144 100.0 1,380 100.0 +20.5



7

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。
（粗々利：売上高から人件費以外の直接原価を控除した金額）

２．平成２２年１２月期第３四半期決算報告

■ 主力分野であるアミューズメント業界、建設・不動産業界は、昨年対比プラスで推移
■ 士業、オート、フードは堅調に推移し、福祉・幼稚園は昨年と比較して大きく実績を伸ばす
■ その他、一部伸び悩みの部門もあるが、昨年同水準の実績を確保
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（２）事業別経営成績 ～コンサルタント事業～

（百万円）

（百万円）

－５９．３％
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２．平成２２年１２月期第３四半期決算報告

（２）事業別経営成績 ～コンサルタント事業～

■ 約７割を占める支援業務は、前年を上回り、安定的に推移

■ 前年、苦戦を強いられたプロジェクト業務は、建設・丌動産業界向けコンサルティングを
中心に回復したことにより増加

■ 受注機会となるセミナー収入および顧客接点の機会となる研究会収入は安定的に成長
■ 主力業務の付随業務となる商品収入や講演収入などの底上げは引続き課題

業務区分別の売上動向

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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＋２．０％ －１６．６％ －４９．０％－２０．１％＋１４．９％ ＋２２．７％ ＋７．０％ －４２．０％

（百万円）
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・長引く経済不況の影響により続いていた低迷期からの回復が着実に進み、売

上・営業利益ともに第２四半期よりさらに改善が見られる。

・特に当社グループの主力分野である建設・不動産業界、アミューズメント業界は

昨年対比１０％を超えるプラスとなり、コンサルタント事業は増収増益を確保。

・業務区分別に見ても、大型受注案件のプロジェクト業務が回復。また顧客接点

の機会となるセミナー業務や経営研究会の会費収入も堅調に推移。

業績総括

１．主力分野である建設・不動産業界、アミューズメント業界は、昨年対比プラス
で推移。

２．前連結会計年度より好調な士業業界、オート（自動車関連）ビジネス業界、
フードビジネス業界においては好調を維持。

３．その他、観光・開発関連の分野など一部厳しい部門や伸び悩みの部門もあり
ながら、全般的には昨年同水準の実績を確保。

４．業務区分別に見ると、大きな割合を占める支援業務は、前年を上回り、安定
的に推移。前年、苦戦を強いられたプロジェクト業務の回復やセミナー収入お
よび研究会収入の安定的成長により実績を伸ばす。

概要

コンサルタント事業
（２）事業別経営成績

２．平成２２年１２月期第３四半期決算報告
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（２）事業別経営成績

個人消費の低迷やメディアの多様化により市場規模が縮小し依然厳しい状況が続く。この
ような状況のもと、編集企画やマーケティングの強化、原価の低減や間接費の削減に取
組み、事業基盤の強化と収益拡大に努める。
書籍部門においては、昨今の出版業界の市場規模縮小の影響を受け、新刊点数51点
（前年同期比10点減）、重版点数33点（同７点減）の刊行にとどまり、売上高は伸び悩む。

書籍出版事業

ベンチャーキャピタル事業においては、新規上場市場の停滞により依然として厳しい状
況が続く。一部の銘柄で流動化が実現したものの営業費用を吸収することができず赤字
となったたが、減損は一巡し、大幅に赤字が縮小。

ベンチャーキャピタル事業

ＩＴコンサルティング業務及びマネジメントコンサルティング業務においては計画を上回る
売上高を確保することができたが、ＩＴアウトソーシング業務において、一部の重点顧客の
業績悪化に伴う契約終了の影響により計画を下回る結果となり、業績は低調に推移。

その他事業

２．平成２２年１２月期第３四半期決算報告
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（３）連結財務状況

２．平成２２年１２月期第３四半期決算報告

21年12月期 22年9月期

要約貸借対照表

■財務状況は、引続き高い自己資本比率を維持しており、健全な状態にある。
■資産は大阪本社移転に伴う旧社屋売却及び新社屋購入が完了し、流動資産が減少し、有形固定資産が増加。
■負債は社債（固定負債）を発行し、借入金（流動負債）を返済したため、固定負債が増加し、流動負債が減少。

総資産 １６，０２９百万円

（単位：百万円）

2,434

13,410

570

6,416

432
6,608

2,186

総資産 １５，６２０百万円

2,191

13,043

541

6,811

1,033
6,076

1,543

流動資産

流動負債

有形
固定資産

投資その他
の資産

流動資産

有形
固定資産

投資その他
の資産

固定負債

純資産

流動負債

固定負債

純資産

（単位：百万円）

流動資産
有形

固定資産
流動負債 固定負債 純資産

投資その他
の資産２１年１２月期

からの増減額
－５３１百万円 ＋３９４百万円 －２４２百万円 －６４３百万円 ＋６０１百万円 －３６６百万円

無形固定資産 無形固定資産

無形
固定資産

－２８百万円
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要約キャッシュフロー（３）連結財務状況

■ 営業活動により得られた資金は、１，２８８百万円となり、前年同期比４０５百万円の増

■ 投資活動における主な増減は、有価証券の取得及び売却のほかに、大阪新本社ビル購

入による支出と大阪旧本社ビル売却による収入によるもの

■ 財務活動により使用した資金は、主に配当金の支払によるもの

２．平成２２年１２月期第３四半期決算報告

（単位：百万円）

3,578

-614

-510

1,288

3,638

-621

-290

883

-3,000 -2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000

２１年９月期

２２年９月期

営業活動によるC/F

投資活動によるC/F

財務活動によるC/F

現金及び現金同等物の四半期末残高

（単位：百万円）

Ｈ21年9月 Ｈ22年9月 増減額
営業活動によるC/F

税金等調整前四半期純利益 824 671 △ 152
減価償却費 112 140 28
減損損失 － 716 716
売上債権の減尐額 424 326 △ 98
その他 479 △ 61 △ 541
小計 1,841 1,793 △ 47
法人税等の支払額 △ 853 △ 505 347
その他 △ 104 0 105

営業活動によるC/F 883 1,288 405
投資活動によるC/F

定期預金の払戻による収入 400 320 △ 80
有価証券の取得による支出 △ 801 △ 402 398
有価証券の売却による収入 500 800 300
有形固定資産の取得による支出 △ 5 △ 1,771 △ 1,766
有形固定資産の売却による収入 － 636 636
その他 △ 383 △ 92 290

投資活動によるC/F △ 290 △ 510 △ 220
財務活動によるC/F

社債の発行による収入 － 488 488
長期借入れによる収入 － 100 100
長期借入金の返済による支出 － △ 500 △ 500
自己株式の売却による収入 99 － △ 99
配当金の支払額 △ 695 △ 703 △ 7
その他 △ 25 0 26

財務活動によるC/F △ 621 △ 614 6
現金及び現金同等物の増減額 △ 28 163 191
現金及び現金同等物の期首残高 3,666 3,415 △ 251
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,638 3,578 △ 59



３．通期の見通しと中長期戦略



14

３．通期の見通しと中長期戦略
連結業績予想 ※第１四半期決算時より予想の修正はございません

個別業績予想 ※第１四半期決算時より予想の修正はございません

２２年１２月期は、大阪本社の移転により、旧大阪本社ビルの売却に伴う特別損失を第１四半期に７１６百万
円計上いたしましたが、主力であるコンサルタント事業において業績は着実に回復しております。今後は、
１．安定した収益が見込める好調分野の維持

２．前期まで苦戦を続けてきた建設・丌動産業界、アミューズメント業界（昨年同期比１０％を超えるプラス
で推移）および大型受注案件のプロジェクト業務の更なる回復

３．前期から取り組んでいる組織的営業体制の推進による受注活動の強化
を軸に、前期を上回る業績を果たせるよう取り組んでまいります。
※但し、今後の経済動向はまだ先行きが丌透明な状況でありますので、その状況により当社グループ業績に影響が出る可能性もあります

２２年１２月期 第３四半期実績 ２２年１２月期 通期予想

２１年実績
（百万円）

２２年実績
（百万円）

２１年比増減
(%)

２１年実績
（百万円）

予想
（百万円）

２１年比増減
(%)

売上高 6,304 6,361 ＋0.9 8,687 8,900 ＋2.4

営業利益 1,144 1,380 ＋20.5 1,650 1,765 ＋7.0

経常利益 1,126 1,383 ＋22.8 1,639 1,790 ＋9.2

当期純利益 183 373 ＋103.3 545 660 ＋21.1

２２年１２月期 第３四半期実績 ２２年１２月期 通期予想

２１年実績
（百万円）

２２年実績
（百万円）

２１年比増減
(%)

２１年実績
（百万円）

予想
（百万円）

２１年比増減
(%)

売上高 5,724 5,963 ＋4.2 7,904 8,200 ＋3.7

営業利益 1,229 1,423 ＋15.8 1,804 1,785 ▲1.1

経常利益 1,183 1,437 ＋21.5 1,740 1,830 ＋5.1

当期純利益 198 373 ＋88.0 510 630 ＋23.3
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当社は、中長期の成長路線を軌道に乗せるべく下記の中長期戦略を展開してまいります

新規マーケット
の開拓

営業体制の強化

ブランディング戦略

営業体制の強化

ブランディング戦略

新規参入
ビジネス

提案セミナー

新規事業分野
開拓に向けた
マーケティング
推進室の設立

１００経営
研究会計画

コンサルティング
商品の見える化

教育・研修
市場の
掘り起こし

全社横断型のマーケティング推進室を設置し、未来のビジネ
スの提案を行う

受注販路拡大を目的とした基幹産業の連携提携先を強化
 環境コンサルティング部門の一体化促進
 海外市場（特にアジア地域）への展開

全社商品の見える化(メニューカタログ化)を行い、営業ツー
ルとして活用
コンサルティングニーズを掘り起こし、顧客開拓を目指す

新規ビジネスの芽をいち早く提案・発信
WEBマーケット・キッズマーケット・福祉マーケット・環境マー
ケット等に水平展開

各業界別に密な顧客接点を設けた経営研究会を強化
好調経営研究会をモデルに各研究会へ水平展開し、１００経営
研究会構想へ発展

人財育成・教育研修プログラムの整備による、企業の人材育
成に向けた教育・研修の講師派遣業務の強化
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さらなる企業価値の向上を図るため、大阪本社の移転を７月に実施いたしました。

■大阪本社をより事業活動に適した新社屋（大阪市中央区北浜）
に移転し、北浜・丸の内の２大営業拠点体制として展開してまい
ります

大阪市中央区北浜

品川区西五反田

東
京
オ
フ
ィ
ス

大
阪
オ
フ
ィ
ス

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 (年)

千代田区丸の内

大阪市北区豊崎

移転

新規マーケット
の開拓

営業体制の強化

ブランディング戦略

営業体制の強化

ブランディング戦略
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■当社は新たに「明日のグレードカンパニーを創る」のタグラインを掲げます。
■従来の「業績の向上」のご支援に加え、「グレートカンパニーづくり」を新たな
企業の存在意義として推進してまいります。

■その存在意義を示すべく、今年度より「グレートカンパニーアワード」を主催し
ております

さらにＣＩ・ＶＩの変更に伴うブランディングの一新によりブランド力をさらに高めてまいります。

旧ロゴマーク

業績向上支援
事業ドメイン
（存在意義）

新規マーケット
の開拓

営業体制の強化

ブランディング戦略

営業体制の強化

ブランディング戦略

第１回グレートカンパニーアワード
（2010年2月24日開催）

新ロゴマーク 業績向上支援
事業ドメイン
（存在意義）

グレートカンパニーづくり

＋

【当社が掲げるグレートカンパニーの定義】
グレートカンパニーとは社会的価値の高い
「理念」のもと、その「企業らしさ」を感じさ
せる独特のビジネスモデルを磨き上げ、
その結果、持続的成長を続ける会社。

発信 具現化

グレートカンパニーアワード
の企画・開催
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３．通期の見通しと中長期戦略

当社は、本年で創業４０周年を迎えました。
新たな成長路線を辿るため、積極的な事業展開を推進してまいります。

3月6日
創業４０周年

3月29日

第４代社長
高嶋栄就任

7月26日～

大阪新事務所
オープン

丸の内・北浜の
２大営業拠点体制

8月～

新CI(ロゴマーク)

展開スタート
船井総合研究所
創立４０周年記念式典
(2月24日開催)



（参考資料）当社のビジネスモデルについて
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（参考資料）当社のビジネスモデルについて

■当社の顧客接点の仕組み

■当社は数多くのセミナーの開催や業種・テーマ別の経営研究会の主宰、さらには会員制経営勉強会の仕組

みを構築しており、顧客との接点を密にとっております。

■結果、コンサルティングサービスにおいてお客様との安定継続的な契約関係の維持につながっております。

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

時流の変化などマクロの視点からの情
報提供や業界や地域の垣根を越えた
仲間づくりを促進する会員制勉強会

クループ形式の経営勉強会。現在７２
業種・テーマ（※）にわたる研究会を主催

※2010年10月現在

当社経営ノウハウの提供の場。
年間７３８回開催（２００９年度実績）

安
定
継
続
的
な
契
約
関
係
の
維
持
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（参考資料）当社のビジネスモデルについて

主な業種・テーマ別経営研究会の活動内容

コンサルタントの話を聞くだけの一方通行ではなく、会員様同士の情報交換も活発に
行われるなど、「仲間」（好敵手）をつくっていただける場として、現在７２の経営研究会
が主宰され、合計約１，０００人の方々にご入会いただいております。

会員様同士の情報交換会 モデル店視察クリニック 即実践できるツールの製作

現在７２の経営研究会を主宰

司法書士事務所経営研究会／法律事務所経営研究会／太陽光発電ビジネス経営研究会／寝具一番店研究会／オートビジネス経営研究会／仏壇店売上アップ実践
研究会／パチンコ経営研究会／菓子店経営研究会／温浴施設経営研究会／リサイクルショップ売上アップ実践経営研究会／焼肉店経営政策研究会／回転すし店
経営政策研究会／会計事務所経営研究会／船井会計ネットワークフォーラム／メガネ店経営研究会／フナイロジスティクスソサエティー／通販ビジネストップ研究会／
ソフトハウス経営研究会／機械工具商社経営研究会／船井流ブライダル売上アップ研究会／廃棄物処理ビジネス新世代経営者研究会／次世代幼稚園革新研究会
／保育所経営マスター塾／介護サービス経営研究会／ビルメンテナンス業経営研究会／住宅壱番倶楽部／眼科医院経営力アップ研究会／住宅ビジネス研究会／賃
貸管理ビジネス研究会／タクシー業経営研究会／社労士事務所経営研究会／メディアショップ繁盛研究会／美容室経営クラブ「ビジョナライズ」／一般廃棄物収集運
搬業経営研究会／ＥＣ経営研究会／次世代広告会社経営研究会／超実践型エステティックサロン現場事例研究会／住宅・不動産ＮＯ.１倶楽部／パチンコ経営トップ
マネジメントクラブ／青果流通研究会／トップマーケティング研究会／小商圏で１０億円突破クラブ！／設計事務所経営研究会／雑貨メーカー経営研究会／古紙リサ
イクル業新世代経営研究会／フードビジネスＷＥＢ戦略研究会／低玉貸し営業とパチンコ経営研究会／鉄・非鉄スクラップ卸売業経営者新業態開発研究会／住宅リ
フォーム地域一番化実践研究会／富裕層ビジネス研究会／最強組織を創る、フロー組織研究会／電気・通信・設備工事業経営研究会／セットメーカー・エンジニアリン
グ会社経営研究会／保険代理店トップ会／カラオケ店業績アップスクール／なるほど販促塾／ゲームセンター経営研究会・・・等

■業種・テーマ別経営研究会について
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（参考資料）当社のビジネスモデルについて

■ 契約期間が長い理由、それは各コンサルタントが現場に密着したご支援をさせていただいて

いることに高いご支持をいただいているからです。

■ 当社のコンサルタント事業の約７０%は月次支援形態で占められています。

船井総合研究所

当社の月次支援の特徴について

当社の月次支援の特徴はその契
約期間にあります。通常のコンサ
ルティング会社が２～３ヶ月が多い
のに対し、当社はおおむね半年か
ら１年単位が中心となります。

他コンサルティング会社

契約
期間

当社のコンサルティングの特徴として月次支援があります。月次支援とは、コンサルタ
ントがご訪問し、業績向上に向けた業務改善などをリードさせていただくサービスです。

■コンサルティングサービス（月次支援）について
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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
スタッフ統拢本部 総務部 斉藤 英二郎
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


