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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

（注）平成22年８月３日付で、株式10株を１株にする株式併合を行っております。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成22年８月３日付で、株式10株を１株にする株式併合を行っております。 
 

(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3四半期 2,597 7.4 △200 ― △229 ― △123 ―

22年3月期第3四半期 2,418 21.5 475 ― 493 ― 137 ―

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3四半期 △5.62 ―

22年3月期第3四半期 0.65 0.60

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3四半期 3,125 2,555 81.2 114.76
22年3月期 3,936 2,511 63.4 11.56

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,536百万円 22年3月期  2,493百万円

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  有  
 

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 4,350 51.9 120 △78.3 90 △84.5 200 98.6 9.09



(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  無  
（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） 

（注）平成22年８月３日付で、株式10株を１株にする株式併合を行っております。 

※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きの対象外であり、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きは終了しております。 

※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、当社グループが主に展開す
る投資事業は、その事業特性上、株式市場等の変動による影響が大きく、投資回収の時期の予測が困難であるため、第２四半期連結累計期間の業績予
想の開示は行っておりません。 

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3Q 22,122,195株 22年3月期  215,824,287株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  19,619株 22年3月期  173,823株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 21,982,878株 22年3月期3Q 212,596,803株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済環境は、企業収益や設備投資に持ち直しの動きがみられるもの

の、長引く欧米経済の減速や円高の進展により、引き続き厳しい状況が続いております。 

 このような状況のなか、インベストメントバンキング事業におきましては、新興市場に上場する企業及び中堅上場

企業に対するエクイティ・ファイナンスの引受けを行い、投資先企業の成長戦略の支援に取り組んでまいりました。

こうした中でギリシャショック以降、第２四半期までは株式市場が低迷したため、投資判断を慎重に行い、新規投資

を手控えておりましたが、第３四半期に入り、日米の金融緩和策を受け、株式市場が上昇基調に入ったことから、エ

クイティ投資を積極的に行いました。平成22年12月末までの引受累計額は51億74百万円となっております。 

 投資回収につきましては、第２四半期までは極めて限定的なものにとどまっておりましたが、第３四半期以降は、

投資先企業の成長戦略及び事業展開がマーケットに評価され、順調に進捗してまいりました。 

 アドバイザリー事業につきましては、アドバイザリー先のクライアント企業に対する成長戦略の構築、営業支援及

び実務支援等のコンサルタント・サービスを提供しております。 

 リスクマネジメント事業につきましては、資本提携先の損保各社と共同して保険代理店業務及びクライアント企業

へのリスク対応総合サービスの提案を展開しております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高25億97百万円（前年同期比107.4％）、営業損失２

億円（前年同期は営業利益４億75百万円）、経常損失２億29百万円（前年同期は経常利益４億93百万円）、四半期純

損失１億23百万円（前年同期は四半期純利益１億37百万円）となりました。なお、当第３四半期連結会計期間では、

売上高17億72百万円、営業利益39百万円、経常利益31百万円、四半期純利益29百万円を計上し、損益を改善いたしま

した。  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四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、８億11百万円減少し31億25百万円となり

ました。負債は、前期末に比べ、８億54百万円減少し５億69百万円となりました。総資産及び負債が減少した要因

は、平成22年10月に2011年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債（未償還残高８億80百万円）を繰上償還

したことによるものであります。純資産は、前期末に比べ、43百万円増加し25億55百万円となり、自己資本比率は

81.2％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況  

 当第３四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、４億31百万円減少し４億９百万円となり

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３四半期連結累計期間において５億37百万円のキャッシュ・ア

ウトフローとなりました。主な要因は、上場株式投資における営業投資有価証券の取得が増加したこと及び税

金等調整前四半期純損失を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、当第３四半期連結累計期間において69百万円のキャッシュ・インフ

ローとなりました。その主な要因は、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３四半期連結累計期間において44百万円のキャッシュ・インフ

ローとなりました。その主な要因は、新株予約権の行使による株式の発行による収入が借入金の返済による支

出を上回ったためであります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 通期連結業績予想につきましては、本日付開示資料「平成23年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご

覧ください。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



(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 

棚卸資産の評価方法  

 当第３四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。  

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ470千円増加し、税金等調整前四半期

純損失は5,796千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は8,928千円であ

ります。  

   

２．その他の情報



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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 424,245 855,349

受取手形及び売掛金 257,250 143,997

営業投資有価証券 1,258,744 1,787,203

商品及び製品 176,663 188,862

1年内処分予定の不動産 313,545 313,545

その他 76,941 35,487

貸倒引当金 △3,433 △4,980

流動資産合計 2,503,958 3,319,466

固定資産   

有形固定資産 66,444 71,803

無形固定資産   

のれん 2,043 4,222

その他 5,785 5,228

無形固定資産合計 7,829 9,450

投資その他の資産   

投資有価証券 462,733 463,393

長期貸付金 － 114,600

その他 93,282 93,850

貸倒引当金 △34,664 △150,161

投資その他の資産合計 521,351 521,682

固定資産合計 595,625 602,937

繰延資産 25,499 13,864

資産合計 3,125,082 3,936,267

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 34,790 31,151

短期借入金 312,500 321,500

1年内返済予定の長期借入金 7,104 27,104

引当金 765 1,960

その他 125,687 65,630

流動負債合計 480,846 447,346

固定負債   

新株予約権付社債 － 880,000

長期借入金 18,976 24,304

退職給付引当金 44,867 62,165

引当金 8,380 7,756

その他 16,902 3,209

固定負債合計 89,126 977,435

負債合計 569,972 1,424,781



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,131,511 3,077,000

資本剰余金 1,630,593 1,576,162

利益剰余金 △2,218,919 △2,095,470

自己株式 △9,742 △9,466

株主資本合計 2,533,443 2,548,224

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,038 △54,496

評価・換算差額等合計 3,038 △54,496

新株予約権 5,215 5,490

少数株主持分 13,412 12,267

純資産合計 2,555,109 2,511,485

負債純資産合計 3,125,082 3,936,267



(2) 四半期連結損益計算書 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,418,045 2,597,910

売上原価 1,099,880 2,073,150

売上総利益 1,318,165 524,760

販売費及び一般管理費 842,706 725,318

営業利益又は営業損失（△） 475,458 △200,557

営業外収益   

受取利息 12,900 5,625

受取配当金 9,424 1,082

為替差益 2,508 －

未払配当金戻入益 6,886 －

その他 1,701 697

営業外収益合計 33,420 7,405

営業外費用   

支払利息 10,364 7,791

社債発行費等償却 3,425 10,544

為替差損 － 14,603

その他 2,040 2,921

営業外費用合計 15,829 35,860

経常利益又は経常損失（△） 493,049 △229,012

特別利益   

前期損益修正益 10 －

償却債権取立益 18,275 －

貸倒引当金戻入額 36,430 117,043

賞与引当金戻入額 1,817 －

その他 － 65

特別利益合計 56,533 117,108

特別損失   

固定資産除却損 10,077 253

営業投資有価証券評価損 17,221 －

関係会社株式売却損 － 36

環境対策引当金繰入額 － 623

本社統合費用 10,737 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,326

その他 3,737 －

特別損失合計 41,774 6,240

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（△）

507,807 △118,143

法人税、住民税及び事業税 1,561 3,645

法人税等調整額 △1,795 513

法人税等合計 △234 4,158

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △122,302

少数株主利益 370,481 1,145

四半期純利益又は四半期純損失（△） 137,561 △123,448



(第３四半期連結会計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 676,947 1,772,947

売上原価 537,779 1,492,210

売上総利益 139,167 280,737

販売費及び一般管理費 279,864 241,431

営業利益又は営業損失（△） △140,696 39,305

営業外収益   

受取利息 3,948 1,639

受取配当金 － 541

為替差益 4,474 284

その他 605 177

営業外収益合計 9,028 2,644

営業外費用   

支払利息 2,820 2,593

社債発行費等償却 3,425 5,841

その他 578 2,138

営業外費用合計 6,823 10,573

経常利益又は経常損失（△） △138,491 31,376

特別利益   

償却債権取立益 18,275 －

貸倒引当金戻入額 14,957 947

その他 － 65

特別利益合計 33,232 1,012

特別損失   

固定資産除却損 57 239

環境対策引当金繰入額 － 623

特別損失合計 57 863

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（△）

△105,316 31,525

法人税、住民税及び事業税 516 1,817

法人税等調整額 2,675 △349

法人税等合計 3,191 1,468

少数株主損益調整前四半期純利益 － 30,057

少数株主利益又は少数株主損失（△） △422 933

四半期純利益又は四半期純損失（△） △108,085 29,123



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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（△）

507,807 △118,143

減価償却費 12,142 8,988

のれん償却額 2,464 2,178

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36,430 △117,043

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,235 △1,195

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,064 △17,298

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 623

受取利息及び受取配当金 △22,324 △6,707

支払利息 10,364 7,791

有形固定資産売却損益（△は益） － △65

有形固定資産除却損 10,077 253

関係会社株式売却損益（△は益） － 36

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,326

売上債権の増減額（△は増加） 26,224 △113,253

たな卸資産の増減額（△は増加） 86,067 12,199

仕入債務の増減額（△は減少） △1,714 3,638

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △176,404 △282,500

未収消費税等の増減額（△は増加） 2,491 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,687 881

その他の資産の増減額（△は増加） 4,201 5,516

その他の負債の増減額（△は減少） 14,076 58,281

その他 2,739 19,141

小計 423,172 △531,348

利息及び配当金の受取額 17,584 5,014

利息の支払額 △10,310 △7,785

法人税等の支払額 △8,336 △3,191

営業活動によるキャッシュ・フロー 422,110 △537,311

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 △2,332 △248

有形固定資産の売却による収入 － 750

無形固定資産の取得による支出 － △1,229

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △36

貸付けによる支出 － △30,000

貸付金の回収による収入 31,900 100,600

差入保証金の差入による支出 △3,395 －

差入保証金の回収による収入 25,698 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 51,869 69,835



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 － 15,000

短期借入金の返済による支出 △62,165 △24,000

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 △40,000 △25,328

新株予約権付社債の発行による収入 939,966 －

新株予約権付社債の償還による支出 － △7,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 108,137

株式の発行による支出 △213 －

新株予約権の発行による支出 △4,690 △22,147

自己株式の取得による支出 △439 △406

自己株式の売却による収入 118 49

少数株主からの払込みによる収入 4,350 －

少数株主への配当金の支払額 △383,060 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 485,866 44,305

現金及び現金同等物に係る換算差額 714 △7,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 960,561 △431,104

現金及び現金同等物の期首残高 295,417 840,349

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,255,978 409,245



 該当事項はありません。   

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

  

（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．事業区分の方法の変更 

前第３四半期連結累計期間  

 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３四半期連結累計期間の売上高は、「アドバイザリー事業」が63,400千

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22,678千

円増加し、「その他の事業」が同額減少しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31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 
   472,847  167,680  2,799  33,620  －  676,947

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  19  －  －  △19  －

計  472,847  167,699  2,799  33,620  △19  676,947

Ⅱ．営業損益  △140,422  △5,704  △1,481  5,691  1,220  △140,696

  
前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31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 
 1,756,078  515,662  63,400  82,905  －  2,418,045

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  72  －  －  △72  －

計  1,756,078  515,734  63,400  82,905  △72  2,418,045

Ⅱ．営業損益  490,252  △34,660  22,678  △5,190  2,378  475,458



〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１．国又は地域の区分は、国別に区分しております。 

２．その他の地域に含まれる国は、次のとおりであります。 

前第３四半期連結会計（累計）期間………シンガポール及びアメリカ  

３．国又は地域の区分の変更 

前第３四半期連結会計期間  

 従来、「その他の地域」に含めて表示していた「台湾」につきましては、当第３四半期連結会計期間におい

て、連結売上高に占める売上高が10％以上となったため、「その他の地域」から分離し、独立して記載してお

ります。また、前第３四半期連結会計期間において、独立して記載しておりました「アメリカ」につきまして

は、当第３四半期連結会計期間において、連結売上高に占める売上高が10％未満となったため、「その他の地

域」に含めて記載しております。 

 この結果、従来の方法と比較して当第３四半期連結会計期間の海外売上高は、「台湾」が134,687千円増加

し、「アメリカ」が△9,837千円、「その他の地域」が144,524千円、それぞれ減少しております。 

前第３四半期連結累計期間  

 従来、「その他の地域」に含めて表示していた「台湾」につきましては、当第３四半期連結累計期間におい

て、連結売上高に占める売上高が10％以上となったため、「その他の地域」から分離し、独立して記載してお

ります。また、前第３四半期連結累計期間において、独立して記載しておりました「シンガポール」及び「ア

メリカ」につきましては、当第３四半期連結累計期間において、連結売上高に占める売上高が10％未満となっ

たため、「その他の地域」に含めて記載しております。 

 この結果、従来の方法と比較して当第３四半期連結累計期間の海外売上高は、「台湾」が279,339千円増加

し、「シンガポール」が4,941千円、「アメリカ」が△5,404千円、「その他の地域」が279,803千円、それぞ

れ減少しております。 

  

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  134,687  △9,837  124,849

Ⅱ 連結売上高（千円）    676,947

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  19.9  △1.5  18.4

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  279,339  △463  278,876

Ⅱ 連結売上高（千円）    2,418,045

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.6  △0.0  11.5



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成22年10月１日 至 平成22年12月31日）  

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、取締役会が、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、「インベストメントバンキング事業」を中心として、主に会社別に事業を区分し、事業活動を

展開しております。 

したがって、当社グループは、会社を基礎としてサービス別に事業を区分したセグメントで構成しており、「イ

ンベストメントバンキング事業」（当社）、「産業資材事業」（日本コーバン㈱）、「アドバイザリー事業」（当

社）、リスクマネジメント事業（ビーエスエル・インシュアランス㈱）の４つを報告セグメントとしております。

なお、各事業内容は以下のとおりであります。 

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 

リスクマネジメント事業………………保険代理店業  

   

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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）  

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．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又は営業損失（△）と調整を行っており

ます。  

  

（単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

インベスト

メントバン

キング事業

産業資材 
事業 

アドバイザ

リー事業 

リスクマネ

ジメント 
事業  

計

売上高                 

外部顧客への売上高  1,876,409  515,556  108,399  97,245  2,597,610  300  2,597,910  －  2,597,910

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  998  －  －  998  －  998  △998  －

計  1,876,409  516,554  108,399  97,245  2,598,609  300  2,598,909  △998  2,597,910

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △267,621  12,603  50,017  4,902  △200,098  △1,328  △201,426  868  △200,557

（単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

インベスト

メントバン

キング事業

産業資材 
事業 

アドバイザ

リー事業 

リスクマネ

ジメント 
事業  

計

売上高                 

外部顧客への売上高  1,506,213  172,042  61,300  33,391  1,772,947  －  1,772,947  －  1,772,947

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  135  －  －  135  －  135  △135  －

計  1,506,213  172,178  61,300  33,391  1,773,082  －  1,773,082  △135  1,772,947

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △15,438  6,534  44,715  3,818  39,630  △572  39,058  247  39,305



３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 当社は、従来、「インベストメントバンキング事業」、「産業資材事業」及び「アドバイザリー事業」の３つを

報告セグメントとしておりましたが、「その他」に含まれる事業セグメントのうち、「リスクマネジメント事業」

について、第２四半期連結会計期間の同事業セグメントの売上高が全事業セグメントの売上高の合計額の10％以上

となったことから、第２四半期連結会計期間より、「リスクマネジメント事業」を新たな報告セグメントとしてお

ります。  

  

（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。  

   

 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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