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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 1,170 △9.4 52 114.7 18 △39.5 △97 ―
22年3月期第2四半期 1,292 27.1 24 ― 31 ― △30 ―

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

23年3月期第2四半期 △1.31 ―
22年3月期第2四半期 △0.41 ―

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

23年3月期第2四半期 3,293 1,576 40.0 17.74
22年3月期 3,518 1,643 39.4 18.64

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,317百万円 22年3月期  1,385百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,800 4.7 217 20.5 219 15.2 70 33.5 0.94



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 74,330,896株 22年3月期  70,330,896株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  22,359株 22年3月期  20,880株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 74,309,169株 22年3月期2Q 74,310,156株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益には改善が見られ、設備投資は持ち直しが見られ

るものの、海外景気の下振れ懸念や、為替変動、デフレの影響など、先行きが不透明な状況が続いており、雇用

情勢は依然として厳しい状況で推移してまいりました。 

このような状況下、当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の経営成績

は、売上高1,170百万円（前年同四半期比9.4％減）、営業利益52百万円（前年同四半期比114.7％増）となり、

Your Capital Co.,Limited（韓国）（以下、「ユア・キャピタル社」）の円建社債による過年度為替差損及び為

替差損の影響により、経常利益18百万円（前年同四半期比39.5％減）、四半期純損失は97百万円（前年同四半期

は四半期純損失30百円）となりました。 

セグメントの業績における概要は以下のとおりです。 

① ＩＴ関連事業 

ＩＴ関連事業につきましては、企業の収益は回復基調にありましたが、法人におけるシステム投資等の需

要は依然として低迷し、これに関連するセキュリティ環境の構築等、周辺市場も厳しい状況が続きました。 

当社はこのような状況下、「SMART FILTER」（ウェブサイトアクセスの制限や悪質なウェブサイトからの

ウィルス・スパイウェアの進入防止、ウェブメールの利用制限による情報漏洩防止等の機能を持つサーバー

型フィルタリングソフト）を主力とした、法人向けネットワークセキュリティ商品の販売に特化し、新規顧

客開拓に努め、またサポート品質のさらなる向上を図り、利益の確保に注力してまいりました。 

しかしながら、既存顧客の競合製品への乗り換え等の厳しい受注環境が続いており、売上高は48百万円

（前年同四半期比35.6％減）、営業利益は６百円（前年同四半期比61.0％減）となりました。 

② 企業再生再編事業 

企業再生再編事業につきましては、昨今の景気後退により、経営状態が悪化し破綻に至る企業が増加して

おり、企業再生に対するニーズは引き続き高く、Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社は、資産売却等

のリストラによる収支改善や資金調達支援、Ｍ＆Ａに関するコンサルティング業務等、多様な案件に取り組

んでまいりました。 

しかしながら、複数の企業再生プロジェクトに取り組んでいるものの、案件の難易度や株式相場、金融情

勢の変化による影響等により、一部成功報酬の獲得に至っていないことから、売上高は10百万円（前年同四

半期比75.8％減）、営業損失は20百万円（前年同四半期比31百万円減）となりました。 

③ 不動産賃貸管理事業 

不動産賃貸管理事業につきましては、不動産市況の悪化の影響をうけ、新規の管理受託件数の落ち込み

や、不動産ファンドや個人オーナーの物件売却に伴う解約の発生により、管理戸数は伸び悩む等の厳しい環

境が続いております。 

このような状況下において、株式会社トラストアドバイザーズは、ワンルームやコンパクトタイプの物件

管理を強みとし、マーケット環境および物件の特性を的確に捉えた営業活動を積極的に展開し、入居率向上

や、賃料水準の維持を図ってまいりました。また、オーナー様及び入居者様に対して、サービスの充実によ

るさらなる顧客満足度の向上を図るための販売費及び一般管理費の増加等により、売上高は686百万円（前年

同四半期比19.9％減）、営業利益は59百万円（前年同四半期比0.3％減）となりました。 

④ フィナンシャルサービス事業 

フィナンシャルサービス事業につきましては、韓国の消費者金融業者であるユア・キャピタル社におい

て、韓国における「貸付業等の登録及び金融利用者保護に関する法律」及び施行令により、平成22年７月21

日より新規貸付における 高利子率が年49.0％から年44.0％に引き下げられたことに伴う売上高の減少を補

うため、第１四半期連結会計期間より、営業貸付残高を積み上げることに注力し、収益の確保を図ってまい

りました。営業貸付残高は堅調に推移しているものの、韓国ウォンが下落の傾向にあり、今後当社グループ

に与える影響を慎重に見極める必要があります。 

この結果、フィナンシャルサービス事業における売上高は425百万円（前年同四半期比34.4％増）、営業利

益は134百万円（前年同四半期比149.8％増）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産額は、3,293百万円となり、前連結会計年度末と比較し225百万円減少し

ました。主な要因は、現金及び預金が55百万円減少、売掛金が55百万円減少及び営業貸付金が15百万円減少した

こと等によるものであります。 

負債総額は1,716百万円となり、前連結会計年度末と比較し158百万円減少しました。主な要因は、一年内返済

予定の長期借入金が118百万円減少、短期借入金が47百万円減少したこと等によるものであります。  

純資産総額は、1,576百万円となり、前連結会計年度末と比較し66百万円減少しました。主な要因は、利益剰余

金が97百万円減少し、一方で為替換算調整勘定が30百万円増加したこと等によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、563百万円となり、前連結会計年度末に比べ51百万円減

少となりました。 

当第２四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） 

当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、営業貸付金の増加、のれん

の償却、預り金の減少により134百万円の資金の減少となりました。前年同期と比べますと358百万円の増加と

なっております。 

主な要因は、営業貸付金が287百万円減少し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「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、貸付金の回収により１百万

円の資金の増加となりました。前年同期と比べますと113百万円の増加となっております。 

主な要因は、前年同期に連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が139百万円であったこと等によ

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「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金による収入及び

返済による支出、社債の発行による収入により89百万円の資金の増加となりました。前年同期と比べますと429

百万円の減少となっております。 

主な要因は、前年同期に長期借入金の借入による収入が644百万円であったこと等によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月14日公表の業績予想から変更はありません。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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

られるため、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 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加減算項目等を重要なものに限定しております。 

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かつ一時差異の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の事業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。 

  

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ420千円、420千円、1,428千円減

少しております。また、当会計基準等の適用開始により、投資その他の資産の「差入保証金」が1,008千円減少

しております。 

  

② 四半期連結損益計算書の表示方法の変更 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26

日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３

月24日 内閣府令第５号）の適用し、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

   

③ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法の変更 

前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示して

おりました「預り金の増減額」、「預り敷金及び保証金の増減額」及び「為替差損益（△は益）」は重要性が増

したため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第２四半期連結累計期間の

「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「預り金の増減額」、「預り敷金及び保証金の

増減額」及び「為替差損益（△は益）」はそれぞれ△30,191千円、△24,205千円及び△1,586千円であります。 
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 525,619 581,337

売掛金（純額） 52,326 107,913

たな卸資産 3,726 4,111

営業貸付金（純額） 1,967,123 1,986,864

その他 124,479 150,633

流動資産合計 2,673,275 2,830,860

固定資産   

有形固定資産 22,062 23,798

無形固定資産   

のれん 434,247 464,392

その他 18,841 20,182

無形固定資産合計 453,089 484,575

投資その他の資産 144,637 179,248

固定資産合計 619,789 687,622

資産合計 3,293,065 3,518,482

負債の部   

流動負債   

買掛金 31,542 43,377

短期借入金 404,800 452,650

1年内償還予定の社債 51,520 57,610

1年内返済予定の長期借入金 456,189 574,394

未払法人税等 22,652 54,338

賞与引当金 17,418 14,197

その他の引当金 － 9,135

預り金 101,056 114,036

その他 122,089 137,309

流動負債合計 1,207,270 1,457,049

固定負債   

社債 142,048 29,628

長期借入金 93,251 72,012

退職給付引当金 2,106 1,817

役員退職慰労引当金 8,210 8,351

長期預り敷金保証金 263,855 306,490

固定負債合計 509,472 418,300

負債合計 1,716,742 1,875,350
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,314,406 1,314,406

利益剰余金 60,921 158,015

自己株式 △2,898 △2,865

株主資本合計 1,372,429 1,469,556

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △921 △667

為替換算調整勘定 △53,522 △83,589

評価・換算差額等合計 △54,443 △84,256

少数株主持分 258,336 257,833

純資産合計 1,576,323 1,643,132

負債純資産合計 3,293,065 3,518,482
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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21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,292,075 1,170,310

売上原価 803,047 624,420

売上総利益 489,027 545,890

販売費及び一般管理費 464,374 492,969

営業利益 24,653 52,921

営業外収益   

受取利息 3,398 1,690

受取賃貸料 － 2,400

受取補償金 － 900

受取手数料 － 1,281

為替差益 1,586 －

その他 2,755 250

営業外収益合計 7,740 6,522

営業外費用   

貸倒引当金繰入額 455 1,968

為替差損 － 38,595

その他 750 －

営業外費用合計 1,205 40,564

経常利益 31,188 18,879

特別利益   

前期損益修正益 18,630 －

賞与引当金戻入額 4,429 －

債務免除益 5,906 －

その他 － 1,836

特別利益合計 28,965 1,836

特別損失   

過年度為替差損 － 117,258

貸倒引当金繰入額 4,387 －

関係会社株式売却損 18,328 －

固定資産除却損 13,837 89

事務所移転費用 13,096 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,008

その他 16,854 －

特別損失合計 66,504 118,355

税金等調整前四半期純損失（△） △6,350 △97,639

法人税、住民税及び事業税 24,957 21,868

法人税等調整額 △22,725 8,389

法人税等合計 2,232 30,258

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △127,897

少数株主利益又は少数株主損失（△） 22,117 △30,804
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

四半期純損失（△） △30,700 △97,093
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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21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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損失（△） △6,350 △97,639

のれん償却額 30,145 30,145

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,008 15,513

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,122 3,221

その他の引当金の増減額（△は減少） △12,686 △7,871

受取利息及び受取配当金 △3,398 △1,690

持分変動損益（△は益） 4,558 －

為替差損益（△は益） － 38,595

過年度為替差損 － 117,258

関係会社株式売却損益（△は益） 18,328 －

固定資産除却損 13,837 89

売上債権の増減額（△は増加） 27,695 55,362

営業貸付金の増減額（△は増加） △497,002 △209,021

仕入債務の増減額（△は減少） △20,412 △11,835

預り金の増減額（△は減少） － △12,590

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） － △13,493

その他 △53,660 6,158

小計 △469,815 △87,798

利息及び配当金の受取額 2,971 2,285

法人税等の支払額 △31,394 △49,392

法人税等の還付額 4,662 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △493,576 △134,905

投資活動によるキャッシュ・フロー   

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△139,765 －

貸付金の回収による収入 32,367 8,281

差入保証金の差入による支出 △28,401 △4,360

差入保証金の回収による収入 33,037 －

その他 △9,290 △2,669

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,052 1,251

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） 155,531 －

長期借入れによる収入 644,300 340,252

長期借入金の返済による支出 △331,879 △369,819

社債の発行による収入 50,786 129,960

社債の償還による支出 － △10,640

その他 △7 △32

財務活動によるキャッシュ・フロー 518,731 89,719

現金及び現金同等物に係る換算差額 19,024 △7,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △67,872 △51,101
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

現金及び現金同等物の期首残高 790,886 614,257

現金及び現金同等物の四半期末残高 723,013 563,155
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該当事項はありません。  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

① 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会において経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、主に事業の種類別に事業本部及び連結子会社を設置しており、これらの各事業本部及び各連

結子会社を事業単位として包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社グループは事業別のセグメントから構成されており、「ＩＴ関連事業」、「企業再生再編事

業」、「不動産賃貸管理事業」及び「フィナンシャルサービス事業」の４つを報告セグメントとしております。

「ＩＴ関連事業」は、ＵＲＬフィルタリング等のネットワークセキュリティ関連業務等を行っております。

「企業再生再編事業」は、企業のリストラクチャリングやＭ＆Ａ、資金調達に関するコンサルティング業務等を

行っております。「不動産賃貸管理事業」は賃貸マンション等の管理業務を行っております。「フィナンシャル

サービス事業」は韓国において消費者金融業務を行っております。 

  

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額127,135千円は、主に管理部門にかかる人件費及び経費であります。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額59,067千円は、主に管理部門にかかる人件費及び経費であります。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

報告セグメント 

合計 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

ＩＴ関連 
事業 

企業再生 
再編事業 

不動産賃貸
管理事業 

フィナンシャ
ルサービス 

事業 

売上高   

外部顧客への売上高  48,196 10,585 686,438  425,089   1,170,310  －  1,170,310

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － －  －  －  －  －

計  48,196 10,585 686,438  425,089  1,170,310  －  1,170,310

セグメント利益又は 

損失（△）  
 6,707 △20,995 59,826  134,517  180,056  △127,135  52,921

  

報告セグメント 

合計 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

ＩＴ関連 
事業 

企業再生 
再編事業 

不動産賃貸
管理事業 

フィナンシャ
ルサービス 

事業 

売上高   

外部顧客への売上高  18,296 6,228 327,147  208,580   560,252  －  560,252

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － －  －  －  －  －

計  18,296 6,228 327,147  208,580  560,252  －  560,252

セグメント利益又は 

損失（△）  
 814 △10,191 22,359  71,125  84,108  △59,067  25,040
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該当事項はありません。 

（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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