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この度の東日本大震災の影響についてのご報告

この度の東日本大震災に関する当社の状況および対応について、ご報告させていた
だきます。

当社グループ会社社員の安否について

当社オフィスの損害について

当社の震災地へのご支援について

支援先の状況および業績に対する影響について

当社およびグループ会社社員におきましては、幸いけが人もなく、全員無事でござい
ました。

当社東京本社（千代田区）・五反田オフィス（品川区）に関しても、軽微な破損はござ
いましたが、営業に支障をきたすような影響はございません。

当社では、この地震により被災された皆様への救援や被災地の復興に役立てていた
だくため、日本赤十字社を通じて１，０００万円の義援金を寄付いたしました。

被災されたご支援先の状況については、震災対策本部を設置し、随時把握に努めて
おり、今後対策を検討してまいります。
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１．エグゼクティブサマリー
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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、売上高は前年同期比で２．８％減であったが、営業利益は３．４％増、経常利益は３．０％増とな
り、四半期純利益は大幅増益となる。

■ 個別業績も、連結同様に売上高は微減となるが、利益は大幅増益となる。

（連結業績） 四半期実績 前年同期比 （個別業績） 四半期実績 前年同期比
売上高 １９．７３億円 △ ２．８％ 売上高 １８．８１億円 △ １．４％
営業利益 ４．０３億円 ＋ ３．４％ 営業利益 ４．２２億円 ＋ ８．６％
経常利益 ３．９２億円 ＋ ３．０％ 経常利益 ４．１４億円 ＋ ８．１％
四半期純利益 １．９７億円 ※ 四半期純利益 １．９６億円 ※

● 売上高：東日本大震災の影響等により微減
● 営業利益・経常利益：コスト削減効果が表れはじめたことにより増益
● 四半期純利益：大幅増益

※前年は特別損失７億円計上により四半期純損失 △１．９４億円（連結）、△２．００億円（個別）

■ 連結財務状況・・・引続き高い自己資本比率を維持（８２.０％）
■ 連結キャッシュ・フロー・・・現金同等物は、前期末より１．１１億円減の３０．５９億円

■ 業績予想（連結） ※カッコ内は前年同期増減率

（業績予想） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
第２四半期 ４２．０億円(+0.3%) ９．３億円(+1.2%) ９．４億円(+1.9%) ４．８億円(+313.8%)
通期 ８８．０億円(+1.6%) １８．５億円(+5.2%) １８．５億円(+4.3%) ９．５億円（+62.9%）

● コンサルタント事業
順調に業績を伸ばしている士業業界、インターネット関連業界向けコンサルティングについてさらに注力するとともに、
主力分野である建設・不動産業界向け、アミューズメント業界向け、中堅・大手企業向けコンサルティングにおいても
業績の拡大を図り、コンサルタント事業の事業基盤の強化に努める

● 書籍出版事業：市場規模の縮小、電子書籍の普及等により、今後ますます競争が厳しくなっていくものと予想される
● 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、引続き早期の有価証券の流動化に尽力する
● その他の事業：今後の需要が見込まれるクラウドコンピューティングをキーとしたシステムソリューションサービスやＩＦ

ＲＳ（国際財務報告基準）導入支援に向けたコンサルティングを展開し、新たな商品開発に注力し、
収益基盤の拡大を図る



２．平成２３年１２月期第１四半期決算報告
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２．平成２３年１２月期第１四半期決算報告

（１）連結収益状況

■売上は主力のコンサルタント事業においては震災の影響も受け、書籍出版事

業・ベンチャーキャピタル事業・その他の事業も低調に推移し前期比2.8％減

■営業利益・経常利益は、前期と比べそれぞれ3.4％増、 3.0％増と増益を確保

■四半期純利益は、前期は大阪本社のビル売却決議に伴う特別損失の発生によ

り、1.94億円の純損失であったが、当期は1.97億円の大幅増益となった。

２２年３月 ２３年３月

金額＇百万円（ 構成比(%) 金額＇百万円（ 構成比(%) 前期比(%)

売上高 2,030 100.0 1,973 100.0 -2.8

営業利益 390 19.2 403 20.5 ＋3.4

経常利益 381 18.8 392 19.9 ＋3.0

四半期純利益又は損失 △194 －9.6 197 10.0 －

１株当たり
四半期純利益＇円（ △6. 93 － 7. 02 － －
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■主力のコンサルタント事業は、震災の影響により、売上高は微減となるが、コスト削減効果が

表れはじめたことにより、営業利益は大きく改善し前年同期比１１％増となる。

■書籍出版事業、ベンチャーキャピタル事業、その他の事業については、景気低迷の影響によ

り引続き厳しい状況が続き、いずれも前年同期を下回る結果となる。

（２）事業別経営成績

２．平成２３年１２月期第１四半期決算報告

営業利益売 上 高 ＇※外部顧客に対する売上高（

２２年３月 ２３年３月

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

1,876 92.4 1,855 94.0 -1.1

書籍出版
事業

91 4.5 79 4.1 -12.8

ベンチャー
キャピタル事業

1 0.1 ― 0.0 ―

その他 61 3.0 38 1.9 -38.1

合計 2,030 100.0 1,973 100.0 -2.8

２２年３月 ２３年３月

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

367 94.2 408 101.1 +11.0

書籍出版
事業

16 4.2 -0 -0.0 ―

ベンチャー
キャピタル事業

-11 -3.0 -11 -2.9 ―

その他 15 4.1 5 1.3 -66.2

消去または全社 2 0.5 1 0.5 ―

合計 390 100.0 403 100.0 +3.4
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２．平成２３年１２月期第１四半期決算報告

（２）事業別経営成績 ～コンサルタント事業～
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）

■ 主力分野である建設・丌動産業界向けコンサルティングの業績は堅調に推移
■ 士業向けコンサルティングは増員を図り、大きく業績を伸ばす。環境・農業、ＷＥＢ分野も好調を維持
■ 小売・サービス業関連のコンサルティング部門は震災の影響を受けたこともあり、前年を下回る
■ 福祉・幼稚園業界、医療業界向けコンサルティング分野は苦戦傾向

199
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212 207 200
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建設・丌動産 戦略系 アミューズメント 流通系 士業 環境・農業 ＷＥＢ

２２年３月期 ２３年３月期

87 81

52 61

31

56

81 75
64

48
30 26
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フード オート ビューティー・スクール 福祉・幼稚園 リサイクル 医療

＋６．５％ ＋４０．１％ ＋２１．６％－１．５％ －０．２％ －１０．２％ ＋１２．３％

－６．３％ －３．２％ －５２．４％－７．４％ ＋２１．４％ －２１．６％

（百万円）

（百万円）
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２．平成２３年１２月期第１四半期決算報告

（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堅調に推移
■ また研究会会費収入は、顧客接点を密に図ってきた結果、安定的に成長

■ 震災の影響を受けて、３月１２日より東日本地域のセミナーの月内開催を中止したことに
伴いセミナー収入は減少

■ 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

1,343

244

153
86

18 14 17

1,350

233

145
90

17 11 10
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支援 プロジェクト セミナー 会費 商品 講演 その他

２２年３月期 ２３年３月期

＋０．５％ －９．６％ －２０．８％－４．４％ －５．６％ ＋４．３％

（百万円）

－４４．０％
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・当社グループにおける震災の影響につきましては、幸いにも人的被害はなく、事

業活動に支障をきたす被害はなかったが、セミナー等の開催の中止や延期、ま

た、被災地におけるコンサルティング活動を自粛したことにより、売上高において

若干影響を受ける

・しかしながら主力コンサルティング分野である建設・丌動産業界ならびに支援業

務、研究会収入においては、業績は堅調に推移し、士業、環境・農業、ＷＥＢな

ど好調分野においては引続きの成長が見込める

業績総括

１．主力分野である建設・丌動産業界向けコンサルティング等の業績は堅調に推
移。

２．前連結会計年度より好調な士業業界、さらには環境・農業、ＷＥＢ分野にお
いても好調を維持。

３．小売・サービス業関連のコンサルティング部門は震災の影響を受けたこともあ
り、前年を下回る

４．業務区分別に見ると、大きな割合を占める支援業務は、安定的な業績を確
保。研究会収入も安定的に成長しているが、セミナー収入は、東日本地域に
おいて震災後の中止および延期に伴い減収となる

概要

コンサルタント事業
（２）事業別経営成績

２．平成２３年１２月期第１四半期決算報告



11

（２）事業別経営成績

メディアの多様化による市場縮小傾向にあり、依然として厳しい状況が続く。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に取り組むが、書籍部門に
おいては新刊点数９点（前年同期比12点減）、重版点数13点（同４点減）の刊行
にとどまり、業績は引続き厳しい状況が続く。

書籍出版事業

営業投資有価証券の流動化が進展しなかったことにより、売上高を確保するこ
とができず、引続き厳しい状況が続く。

ベンチャーキャピタル事業

ＩＴ関連業務において安定した収益を確保するため、引続きＩＴアウトソーシング
業務を重点施策として取り組んでいるが、受注の減少や震災の影響による検収
の遅れにより、業績は前年同期を下回る。

その他の事業

２．平成２３年１２月期第１四半期決算報告
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（３）連結財務状況

２．平成２３年１２月期第１四半期決算報告

23年3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
■流動負債の増加は未払法人税等の増加によるもの
■純資産は配当の支払いにより減少

（単位：百万円）

総資産 １５，９３０百万円

2,567

13,100

514

6,729

1,031
6,118

1,798

流動資産

有形
固定資産

投資その他
の資産

流動負債

固定負債

純資産

無形固定資産

22年12月期 （単位：百万円）

総資産 １５，８５３百万円

2,515

13,273

527

6,775

1,047
6,035

1,532

流動資産

有形
固定資産

投資その他
の資産

流動負債

固定負債

純資産

無形固定資産

自己資本比率
８３．５％

自己資本比率
８２．０％

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２２年１２月期

からの増減額
＋８３百万円 －４６百万円 ＋５２百万円 ＋２６５百万円 －１５百万円 －１７３百万円

無形
固定資産

－１２百万円



13

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、449百万円となり、前年同期比105百万円の減尐

■ 投資活動により使用した資金は、主に定期預金の預入による支出によるもの

■ 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２３年１２月期第１四半期決算報告

（単位：百万円）

3,059

-347

-213

449

3,670

-336

36

555

-3,000 -2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

２２年３月期

２３年３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）

平成22年3月 平成23年3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 △ 316 381 698
減価償却費 39 57 18
減損損失 716 － △ 716
売上債権の減尐額 284 177 △ 106
その他 45 △ 35 △ 81
小計 768 581 △ 187
法人税等の支払額 △ 210 △ 131 78
その他 △ 3 △ 0 2

営業活動によるC/F 555 449 △ 105
投資活動によるC/F

定期預金の預入による支出 － △ 150 △ 150
投資有価証券の取得による支出 △ 25 △ 125 △ 100
投資有価証券の売却による収入 20 100 79
有形固定資産の取得による支出 △ 4 △ 4 0
有形固定資産の売却による収入 － 19 19
その他 46 △ 53 △ 99

投資活動によるC/F 36 △ 213 △ 249
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 － 0 0
配当金の支払額 △ 422 △ 335 86
その他 △ 3 △ 11 △ 8

財務活動によるC/F △ 336 △ 347 △ 10
現金及び現金同等物の増減額 254 △ 111 △ 366
現金及び現金同等物の期首残高 3,415 3,171 △ 243
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,670 3,059 △ 610
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２．平成２３年１２月期第１四半期決算報告

（４）主なＴＯＰＩＣＳ

第２回 グレートカンパニーアワードを開催しました

「働きがいのある会社」 15位にランクイン 就職企業人気ランキング 文系男子85位・文系女子98位

「明日のグレートカンパニーを創る」をテーマに経営コンサ
ルティングを行っている当社では2009年秋より「グレートカ
ンパニーアワード」を開催しております。
第2回となる今回は、当社取引先約5,000社からの当

社コンサルタント推薦企業および一般公募を募り、合計
61社がエントリーされ、2011年2月22日に授賞式を行い
ました。

Great Place to Work(R)Institute Japan 社が発表した
2011年度版、日本における「働きがいのある会社」 ランキ
ングにおいて、当社が15位に選出されました。

※このランキングは、世界40カ国以上で「働きがいのある会社＇Great
Place to Work(R) 」を世界共通の基準で調査分析し、各国ごとに評
価を行い、各国の有力メディアで「働きがいのある会社のランキング」
として発表。定量データや企業文化に関するアンケートと、従業員に
対し無記名式で行うアンケートの２種を軸にして行われるものです。

当社は、株式会社ダイヤモンド社の2011年大学生就職企
業人気企業調査におきまして、文系男子の部で85位、文系
女子の部でも98位にランクインいたしました。
就職環境にも左右されますが、当社の知名度向上に伴い、

毎年8,000人前後のエントリーから優秀な人材確保に努めて
おり、来年度は採用数を70名以上を目標とし、積極的な採用
を行ってまいります。

＇第２回グレートカンパニーアワード授賞式（



３．通期の見通しと中長期戦略
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３．通期の見通し

２３年１２月期 中間予想 ２３年１２月期 通期予想

【連結】 ２２年実績
＇百万円（

予想
＇百万円（

２２年比増減
(%)

２２年実績
＇百万円（

予想
＇百万円（

２２年比増減
(%)

売上高 4,187 4,200 ＋0.3 8,663 8,800 ＋1.6

営業利益 918 930 ＋1.2 1,758 1,850 ＋5.2

経常利益 922 940 ＋1.9 1,773 1,850 ＋4.3

当期純利益 116 480 ＋313.8 583 950 ＋62.9

２３年１２月期 中間予想 ２３年１２月期 通期予想

【個別】 ２２年実績
＇百万円（

予想
＇百万円（

２２年比増減
(%)

２２年実績
＇百万円（

予想
＇百万円（

２２年比増減
(%)

売上高 3,906 3,950 ＋1.1 8,124 8,200 ＋0.9

営業利益 930 950 ＋2.0 1,855 1,900 ＋2.4

経常利益 956 960 ＋0.3 1,873 1,900 ＋1.4

当期純利益 115 480 ＋317.1 572 950 ＋65.9

＇個別（

＇連結（

連結業績予想につきましては、このたびの震災による影響が懸念されるものの、今後の当社グ
ループの業績に不える影響が丌確定であることから、「平成22年12月期決算短信」＇平成23年
１月31日付（において公表した業績予想を目指してまいります。

※ 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

（１）業績予想



今後の事業展開について

当社は、今後の事業の拡大に向けて、以下のような施策を展開してま
いります。

①会員制度の強化
＇より密な顧客接点づくり（

④顧客の声に応える仕組みづくり

②グレートカンパニー
＇永続企業（創り支援

⑤新規ビジネスモデルの提案

③海外展開・
海外進出支援コンサルティング

⑥他企業との協力体制
による受注拡大

⑦コンサルティング商品の見える化
＇コンサルティングカタログの製作・展開（

重
点
施
策

最
重
点
施
策

17



今後の事業展開について（最重点施策について）

当社の経営研究会の主な活動内容

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１２４＇※（の経営研究会・勉強会を主宰

※数値は当社主催の業種別経営研究会
および集中指導型勉強会＇継続型（の
合計＇2010年12月現在（

業種・テーマ別に
月１回の
定例会を実施

①会員制度の強化
＇より密な顧客接点づくり（

当社の顧客接点の仕組み

安
定
継
続
的
な
契
約
関
係
の
維
持

＇２０１０年度７５６回開催（

他社にはない
当社の強み
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今後の事業展開について（最重点施策について）

↑第２回グレートカンパニーアワード授賞式の様子
＇２０１１年２月開催（

新たな会社の存在意義の確立

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」
を感じさせる独自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。

業績向上支援
グレートカンパニー

づくり支援
＋

②グレートカンパニー
＇永続企業（創り支援

当社が掲げる
グレートカンパニーの定義

新ロゴマーク
＇２０１０年８月より刷新（

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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海外進出に際して、ノウハウの提供や
各種ネットワークの構築を支援

海外コンサルタント会社との業務提携推進

現地採用＆人材育成

海外支店設立準備

当社の海外展開について

ターゲットをアジア新興国に絞り
将来を見据えた投資に着手

・現地キャリア採用は実施中
・新卒社員については、中国・韓国・
インドネシアからの採用を実施

③海外展開・
海外進出支援コンサルティング

日本企業の海外市場＇特にアジア地域（
への展開を積極的にサポート

今後の事業展開について（最重点施策について）

20



今後の事業展開について（重点施策について）

④顧客の声に応える仕組みづくり ⑤新規ビジネスモデルの提案

経営相談窓口の強化・ＶＩＰコール

顧客接点強化への取り組みを展開

２００９年度より設置
経営相談の総合受付
窓口として、受注機能
を高める

上得意のお客様に対
してのお問合せ窓口
機能を強化し、担当コ
ンサルタントとの連携
をさらに強化する

ＶＩＰコール
＇今年度設置予定（

計５回の公開セミナーで７００名超の参加者

定期的に新規ビジネスモデルを提案・公開

※今年度
第６回を
開催予定

次世代型学習塾・太陽光発電専門店・子供向け小さな
写真館・農産物直売店・低価格居酒屋・実費型治療院・
中国ビジネス・ネットショップ新ビジネスモデル 等
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今後の事業展開について（重点施策について）

⑥他企業との協力体制
による受注拡大

⑦コンサルティング商品の見える化
＇コンサルティングカタログの製作・展開（

大手企業との協力体制を構築

他企業との連携も積極的に行い、
受注力を強化

共同セミナー
の開催

強みの
相互補完

共同営業
共同受注

積極的な
連携

外部には把握しづらいコンサルティング
サービスの内容を「見える化」

当社の強みである１０４にのぼる
業種別コンサルティング商品をカタログ化

22
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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
スタッフ統括本部 ＩＲ推進室 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


