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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3月31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12月期第1四半期 7,165 404.2 1,832 ― 1,844 ― 370 ―

22年12月期第1四半期 1,421 △26.5 △271 ― △264 ― △295 ―

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12月期第1四半期 1,296.67 1,217.39
22年12月期第1四半期 △881.61 ―

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12月期第1四半期 37,869 36,596 17.7 23,459.10
22年12月期 39,821 37,373 16.6 23,084.56

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  6,706百万円 22年12月期  6,598百万円

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  

平成22年12月期期末配当金の内訳 記念配当 1,000円00銭 

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12月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
23年12月期 ―

23年12月期 
（予想）

0.00 ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
第2四半期連結累計期間の業績予想は公表しておりません。詳細は、【添付資料】 ２．その他の情報をご覧ください。 

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

第2四半期 
(累計)

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 17,102 14.4 5,070 169.7 5,065 178.5 953 ― 3,334.17



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(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が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想値は、現時点で入手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、状況の変
化等により、上記予想値と異なる場合があります。 

4.  その他 詳細は、【添付資料】 ２．その他の情報をご覧ください。

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12月期1Q 350,719株 22年12月期  350,659株

② 期末自己株式数 23年12月期1Q  64,831株 22年12月期  64,831株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 285,868株 22年12月期1Q 335,440株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間（平成23年１月１日～平成23年３月31日）におけるわが国の経済は、雇用情勢が依然

厳しいながらも、主要国での景気対策の効果や輸出の回復に伴い、企業の生産活動は全般的に回復基調で推移いた

しました。Ｍ＆Ａ市場におきましては、欧米は引き続き極めて順調な回復を示し、国内においても日本企業による

海外企業買収の増加により力強い回復傾向が見られました。しかしながら、本年３月11日に発生した東日本大震災

は電力供給や物流網をはじめとする社会インフラに深刻な打撃をあたえ、今後の日本経済に多大な影響を及ぼしつ

つあります。今回の震災による当社グループの業績への影響は現時点では軽微であると考えておりますが、今後も

引き続き震災がＭ＆Ａ市場に及ぼす影響を注視してまいります。 

 このような環境の中、当社グループにおきましては、経営理念である「Trusted Advisor For Client's Best 

Interest」を実現し、クライアントの価値創出のために社員一丸となって、付加価値の高い助言業務に取り組んで

まいりました。その結果、日本のＭ＆Ａ市場の平成23年第１四半期のランキングでは件数ベースで６位、金額ベー

スで７位（共にマージャーマーケット調べ）と健闘いたしました。 

 こうした経営環境の中でクライアントにとって 善のＭ＆Ａ案件を提案・成約する機能をさらに強化するため、

当第１四半期連結会計期間において米国拠点において経験豊富なシニアバンカーを増員し、また４月にはインドの

ムンバイにおいて現地法人を設立いたしました。 

  

以上により、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益

百万円（前年同四半期は営業損失 百万円）、経常利益 百万円（前年同四半期は経常損失 百万

円）、四半期純利益 百万円（前年同四半期は四半期純損失 百万円）（投資事業有限責任組合（ファンド）非

連結におきましては、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益 百万円（前年同四半期は営業

損失 百万円）となりました。報告セグメント別の売上は、アドバイザリー事業 百万円（前年同四半期比

％増）、アセットマネジメント事業 百万円（前年同四半期比 ％増）、ファンド事業 百万円（前年同

四半期は 百万円）となっております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円の減少とな

りました。その主な要因は、売上債権の増加額が 百万円あったものの、メザニンファンドにおける営業投資有価

証券の回収による減少額が 百万円、営業貸付金の減少額が 百万円あったことによるものであります。な

お、当第１四半期連結会計期間末における純資産は 百万円、自己資本比率は ％となっております。 

  

  【キャッシュ・フローの状況】 

   当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 百万円となりまし

た。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー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１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の支

出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 百万円を計上したこと及び、メザニンファンド連

結による営業投資有価証券の回収による減少額が 百万円、営業貸付金の減少額が 百万円あったものの、未払

金の減少額が 百万円、売上債権の増加額が 百万円あっ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） 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の支出）

となりました。これは主に、敷金の回収による収入が 百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が

百万円あったこと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１四半期連結会計期間において財務活動の結果支出した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の支

出）となりました。これは主に、メザニンファンドの投資家への分配金の支払額 百万円及び出資払戻しによる

支出 百万円、株主への配当金の支払額 百万円があったこと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 

当第１四半期連結会計期間におきましては、平成23年２月16日付「平成22年12月期決算短信」にて発表いたしまし

た業績予想から変更はありません。また、第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、当社グループの事業

内容が案件クロージングのタイミング及び案件一件当たりの手数料の多寡によって大きな影響を受ける状況にあり、

企業業績を判断する上で適切ではないことから行っておりません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

7,165 404.2

1,832 271 1,844 264

370 295

2,283 80.2 641

413 2,152

89.3 131 0.6 5,013

283

37,869 1,952

922

3,484 315

36,596 17.7

8,398

2,549 927

1,844

3,488 315

1,613 916

93 141

104 13

2,853 130

2,425

209 276
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（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 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

っております。 

② 税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

２．その他の情報
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,104 8,257

売掛金 1,769 847

有価証券 1,294 310

営業投資有価証券 8,250 11,734

営業貸付金 16,537 16,853

その他 1,478 759

貸倒引当金 △4 －

流動資産合計 36,430 38,762

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 185 197

その他（純額） 144 148

有形固定資産合計 329 346

無形固定資産 32 34

投資その他の資産   

投資有価証券 131 128

関係会社株式 48 48

その他 907 524

貸倒引当金 △11 △24

投資その他の資産合計 1,076 677

固定資産合計 1,438 1,058

資産合計 37,869 39,821

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 255 32

その他 753 2,161

流動負債合計 1,009 2,193

固定負債   

その他 263 254

固定負債合計 263 254

負債合計 1,273 2,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 513 513

資本剰余金 9,453 9,453

利益剰余金 1,187 1,102

自己株式 △4,217 △4,217

株主資本合計 6,936 6,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 8

為替換算調整勘定 △240 △262

評価・換算差額等合計 △230 △253

新株予約権 511 －

少数株主持分 29,377 30,775

純資産合計 36,596 37,373

負債純資産合計 37,869 39,821
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,421 7,165

売上原価 1,077 4,698

売上総利益 344 2,466

販売費及び一般管理費 615 634

営業利益又は営業損失（△） △271 1,832

営業外収益   

受取利息 2 4

為替差益 3 7

その他 2 1

営業外収益合計 7 12

営業外費用   

その他 0 －

営業外費用合計 0 －

経常利益又は経常損失（△） △264 1,844

特別利益   

投資有価証券売却益 5 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

投資有価証券評価損 17 －

特別損失合計 17 －

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（△）

△276 1,844

法人税等 △120 295

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,549

少数株主利益 139 1,178

四半期純利益又は四半期純損失（△） △295 370
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３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（△）

△276 1,844

減価償却費 43 36

投資有価証券評価損益（△は益） 17 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） 72 221

受取利息及び受取配当金 △2 △4

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △11 3,488

営業貸付金の増減額（△は増加） △146 315

売上債権の増減額（△は増加） △213 △916

未払金の増減額（△は減少） － △1,613

その他 △380 △765

小計 △898 2,597

利息及び配当金の受取額 2 4

法人税等の支払額 △31 △102

法人税等の還付額 － 51

営業活動によるキャッシュ・フロー △927 2,549

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 △161 △13

投資有価証券の売却による収入 20 －

敷金の回収による収入 － 104

その他 － 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △141 93

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △0 △276

少数株主からの払込みによる収入 2 57

少数株主への出資払戻しによる支出 － △209

少数株主への分配金の支払額 △129 △2,425

その他 △3 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △130 △2,853

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,224 △169

現金及び現金同等物の期首残高 6,862 8,568

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 31 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,669 8,398
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該当事項はありません。 

  

   【事業の種類別セグメント情報】 

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

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な事業 

  

   【所在地別セグメント情報】 

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

 （注）「その他」に属する主な国は英国であります。 

  

   【海外売上高】 

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

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

アドバイザリー
事業 

アセットマネジ
メント事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円） 

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高  1,124  296  1,421  －  1,421

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,124  296  1,421  －  1,421

営業利益（又は営業損失） (65)  190  125 (397) (271)

事業区分 主要事業 

アドバイザリー事業 
Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、デューデリジェンス事業、プライベ

ートキャピタル事業 

アセットマネジメント事業 メザニンファンド運営事業、投資事業 

  
日本 米国 その他 計 

消去又は 
全社 

連結 

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,129  286  4  1,421  －  1,421

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,129  286  4  1,421  －  1,421

営業利益（又は営業損失）  442 (254) (68)  119 (391) (271)

  米国 その他  計   

Ⅰ 海外売上高 (百万円）  286  4  291   

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  －  －  1,421   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 20.2  0.3  20.5   
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   【セグメント情報】 

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に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。 

 当社は、アドバイザリー事業及びアセットマネジメント事業について、それぞれ事業拠点を設立し、事業

活動を展開しております。このほか、投資事業有限責任組合（ファンド）を設立しております。 

 したがって、当社は、事業別を基礎としたセグメントから構成されており、「アドバイザリー事業」、

「アセットマネジメント事業」に「ファンド事業」を加えた３つを報告セグメントとしております。 

 各報告セグメントにおける主要な事業は以下のとおりです。 

   

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１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日） 

  

 なお、アドバイザリー事業の地域別内訳は以下のとおりです。 

 （注）「その他」に属する主な国は英国であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第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。  

  

  

事業区分 主要事業 

アドバイザリー事業 
Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、デューデリジェンス事業、プライベートキャピタ

ル事業 

アセットマネジメント事業 メザニンファンド運営事業 

ファンド事業 メザニン投資 

  

アドバイ
ザリー 
事業 

アセット 
マネジメ 
ント事業 

ファンド 
非連結 
計  

ファンド 
事業 

合計 調整額 
四半期連結
損益計算書
計上額 

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）（百万円） （百万円） （百万円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,152  －  2,152  5,013  7,165  －  7,165

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  131  131  －  131 ( )131  －

計  2,152  131  2,283  5,013  7,296 ( )131  7,165

セグメント利益  619  22  641  1,190  1,832  －  1,832

  
日本 米国 その他 計 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

売上高  1,415  733  3  2,152

営業利益（又は営業損失）  487  190 (59)  619

（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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