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上場会社名 プリヴェ企業再生グループ株式会社 上場取引所 大 コード番号 4233 URL http://www.privee-g.com/代表者 （役職名） 代表取締役（ＣＥＯ） （氏名） 松村 謙三問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 辻 一馬 TEL 03-6230-0150四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日 配当支払開始予定日 未定四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無四半期決算説明会開催の有無 ： 無1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％24年3月期第2四半期 4,152 △13.7 △838 ― △814 ― △792 ―23年3月期第2四半期 4,813 △23.9 △629 ― △635 ― △806 ―（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △793百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △802百万円 （―％）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24年3月期第2四半期 △22.91 ―23年3月期第2四半期 △23.31 ―総資産 純資産 自己資本比率百万円 百万円 ％24年3月期第2四半期 10,568 6,502 53.223年3月期 11,031 7,118 58.2（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  5,621百万円 23年3月期  6,416百万円2.  配当の状況 
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   当社グループはファンド事業及び上場株式等投資事業に注力しており、業績は相場環境、投資環境の影響を受けざるを得ない状況にあります。この事業の特殊性に鑑み業績予想を行うことは困難であるため、業績予想の記載は行っておらず、配当予想は未定としております。  なお、配当予想の見通しに関する開示につきましては、決算確定後から１週間を目処に行います。 

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23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.0024年3月期 ― 0.0024年3月期（予想） ― ― ―
3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）  当社グループはファンド事業及び上場株式等投資事業等に注力しており、業績は相場環境、投資環境の影響を受けざるを得ない状況にあります。こ 事業の特殊性に鑑み業績予想を行うことは困難であるため、業績予想の記載は行っておりません。  なお、業績予想の見通しに関する開示につきましては、当第２四半期連結累計期間・当連結会計年度の各々の決算日から１週間を目処に、前第２四 期連結累計期間・前連結会計年度の実績と比較して行います。 



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  （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。詳細は、添付資料P.３「２.サマリー情報（その他）に関する事項(３)会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示」をご覧ください。 (4) 発行済株式数（普通株式）  当社は、平成23年７月15日付で株式10株につき１株の株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して発行済株式数(普通株式）を算定しております。 ※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財務諸表のレビュー手続の対象外であり、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を実施中であります。 ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  当社は、平成23年７月15日付で株式10株につき１株の株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。 

4.  その他新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有② ①以外の会計方針の変更   ：  無③ 会計上の見積りの変更   ：  無④ 修正再表示   ：  無① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 36,511,940 株 23年3月期 36,511,940 株② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,915,678 株 23年3月期 1,906,323 株③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 34,598,565 株 23年3月期2Q 34,608,789 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災及びその後の電力供給不足などに

より企業の生産活動は著しく低下したものの、サプライチェーンの復旧に伴い徐々に回復し、消費も回復基調にあ

ります。しかし一方で、米国景気の減速、欧州の金融不安による急激な円高等により日本経済の低迷は継続し、予

断を許さない状況であります。 

 このような状況のもと、当社グループはファンド事業及び上場株式等投資事業に注力し、企業再生関連投資事業

に積極的に取り組んでまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は、ロジスティックス事業に係る売上高の減少などにより41億52百万円（前

第２四半期連結累計期間48億13百万円）にとどまりました。また、コスト削減等の経営効率化を図りましたが営業

利益は△８億38百万円（前第２四半期連結累計期間△６億29百万円）、経常利益は△８億14百万円（前第２四半期

連結累計期間△６億35百万円）にとどまり、四半期純利益は、△７億92百万円（前第２四半期連結累計期間△８億

６百万円）となりました。  

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。 

 上場株式等投資事業におきましては、欧州の金融不安や米国経済の二番底懸念などを背景に世界の株式市場は軟

調に推移し、日本においても急激な円高やデフレの進行による企業収益悪化の懸念により、日経平均が１万円を割

り込むなど株式市場は下落しました。当社の投資先企業の株価も同様に推移したことにより、売上高の計上はなく

（前第２四半期連結累計期間－百万円）、商品有価証券運用損の計上などにより、セグメント利益は△67百万円

（前第２四半期連結累計期間△69百万円）となりました。 

 企業再生関連投資事業における投資対象事業の状況は、次のとおりであります。 

 ロジスティックス事業におきましては、営業努力により既存荷主との取引拡大があったものの、物流量の減少の

影響などを受け、外部顧客に対する売上高は24億26百万円（前第２四半期連結累計期間29億39百万円）となり、コ

スト削減を行いましたが、セグメント利益は△10百万円（前第２四半期連結累計期間74百万円）となりました。 

 雑貨事業におきましては、積極的な営業活動を推進しハズキルーペ等の主力製品について売上の確保、新規顧客

の開拓を進めたものの、外部顧客に対する売上高は10億77百万円（前第２四半期連結累計期間12億49百万円）とな

り、売上拡大のための販売促進費や広告宣伝費等の増額により、セグメント利益は△２億67百万円（前第２四半期

連結累計期間94百万円）となりました。 

 産業機器関連・雑貨製造事業におきましては、既存製品の受注・売上確保に努めたものの、医療業界における競

争激化など厳しい経営環境下にあり、外部顧客に対する売上高は６億48百万円（前第２四半期連結累計期間６億23

百万円）にとどまりましたが、大幅なコスト削減を行ったことなどにより、セグメント利益は１億91百万円（前第

２四半期連結累計期間５百万円）となりました。 

  

（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における総資産は105億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億62百万円の

減少となりました。主な要因は、現金及び預金等の減少であります。 

負債合計は40億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億53百万円の増加となりました。主な要因は、信用

取引借入有価証券の増加であります。 

純資産は65億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億15百万円の減少となりました。主な要因は、四半期

純損失７億92百万円の計上であります。この結果、自己資本比率は53.2％（前連結会計年度末58.2％）となりまし

た。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループはファンド事業及び上場株式等投資事業等に注力しており、業績は相場環境、投資環境の影響を受

けざるを得ない状況にあります。この事業の特殊性に鑑み業績予想を行うことは困難であるため、業績予想の記載

は行っておりません。 

なお、業績予想の見通しに関する開示につきましては、当第２四半期連結累計期間・当連結会計年度の各々の決

算日から１週間を目処に、前第２四半期連結累計期間・前連結会計年度の実績と比較して行います。  
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22

年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22

年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30

日）を適用しております。この適用により、当第１四半期連結貸借対照表日後に行った株式併合は、前連結会計

年度の期首に行われたと仮定して１株当たり四半期純損失を算定しております。 

 これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前第２四半期連結累計期間の１株当たり四半期純損失は、以下

のとおりであります。 

  １株当たり四半期純損失金額   △２円33銭 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社グループは、当第２四半期連結累計期間において８億38百万円の四半期営業損失を計上し、過去５期にわたり営

業損失を計上しております。これにより継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、 

継続企業の前提に関して重要な不確実性は認められません。 

 当社グループは当該状況を解消すべく、グループ経営の効率化、子会社における営業力の強化及び大胆な戦略と一層 

の効率化・合理化を行うなど業績改善に努めていく所存であります。  
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４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

        前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成23年９月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 2,271,405 1,495,303
    受取手形及び売掛金 1,493,187 1,403,432
    商品有価証券 477,093 392,762
    たな卸資産 437,145 567,201
    その他 501,101 822,955
    貸倒引当金 △21,513 △23,321
    流動資産合計 5,158,418 4,658,332
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 1,427,075 1,378,767
      土地 2,626,701 2,626,701
      その他（純額） 498,745 571,426
      有形固定資産合計 4,552,523 4,576,894
    無形固定資産     

      のれん 761,160 732,912
      その他 102,276 87,036
      無形固定資産合計 863,437 819,948
    投資その他の資産     

      投資有価証券 68,512 69,838
      その他 766,557 467,851
      貸倒引当金 △379,607 △24,856
      投資その他の資産合計 455,462 512,832
    固定資産合計 5,871,423 5,909,675
  繰延資産 1,220 949
  資産合計 11,031,062 10,568,957

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 697,348 577,646
    短期借入金 940,458 917,838
    未払法人税等 132,250 70,126
    引当金 43,788 41,269
    その他 417,913 851,606
    流動負債合計 2,231,761 2,458,486
  固定負債     

    社債 150,000 150,000
    長期借入金 451,980 407,586
    退職給付引当金 237,926 234,102
    その他 840,816 815,995
    固定負債合計 1,680,725 1,607,683
  負債合計 3,912,486 4,066,170
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（単位：千円）

      前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成23年９月30日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,636,065 1,636,065
    資本剰余金 29,147,482 29,147,527
    利益剰余金 △23,962,500 △24,755,109
    自己株式 △4,646 △5,293
    株主資本合計 6,816,400 6,023,189
  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 1,796 78
    土地再評価差額金 △401,492 △401,492
    その他の包括利益累計額合計 △399,696 △401,414
  新株予約権 286,845 464,272
  少数株主持分 415,025 416,739
  純資産合計 7,118,575 6,502,787

負債純資産合計 11,031,062 10,568,957
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,813,297 4,152,097

売上原価 4,032,480 3,171,399

売上総利益 780,816 980,697

販売費及び一般管理費 1,409,842 1,819,472

営業損失（△） △629,026 △838,774

営業外収益     

  投資不動産賃貸料 6,521 6,373
  未払配当金除斥益 5,499 －
  受取技術料 5,000 －
  その他 6,089 45,658
  営業外収益合計 23,110 52,032

営業外費用     

  支払利息 22,574 18,304
  不動産賃貸費用 4,443 3,608
  その他 2,213 5,967
  営業外費用合計 29,231 27,879

経常損失（△） △635,146 △814,621

特別利益     

  固定資産売却益 37,441 9,389
  賞与引当金戻入額 13,177 1,936
  子会社清算益 － 46,893
  その他 3,191 －
  特別利益合計 53,810 58,219

特別損失     

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 61,487 －
  減損損失 46,705 3,821
  その他 1,574 1,297
  特別損失合計 109,767 5,119

税金等調整前四半期純損失（△） △691,103 △761,521

法人税、住民税及び事業税 4,333 29,434

法人税等調整額 98,197 434

法人税等合計 102,530 29,868

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △793,634 △791,390

少数株主利益 13,155 1,219

四半期純損失（△） △806,789 △792,609
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（四半期連結包括利益計算書） 

（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 △793,634 △791,390

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △9,335 △1,718
  その他の包括利益合計 △9,335 △1,718

四半期包括利益 △802,969 △793,108

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 △815,915 △794,822
  少数株主に係る四半期包括利益 12,945 1,714
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（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

  

（４）セグメント情報等 

     （セグメント情報） 

 Ⅰ 前第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） 

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 

（単位：千円） 

 報告セグメント 

  
上場株式等
投資事業 

ロジスティ
ックス事業

雑貨事業 
産業機器関
連・雑貨製
造事業 

計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 ― 2,939,960 1,249,684 623,652 4,813,297 ― 4,813,297

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 11,413 652 149,590 161,656 △161,656 ―

計 ― 2,951,374 1,250,336 773,242 4,974,953 △161,656 4,813,297

セグメント利益又は損失

（△） 
△69,688 74,365 94,537 5,168 104,383 △733,409 △629,026

(注）１ セグメント利益又は損失の調整額 △733,409千円には、セグメント間取引消去70,548千円、各報告セグメン

トに配分していない全社収益65,401千円及び全社費用△869,358千円が含まれております。全社収益は、グル

ープ会社からの経営指導料及び業務受託収入であり、全社費用の主なものは、持株会社である当社の運営に

係る費用であります。 

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損失と調整を行っております。 

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年9月30日） 

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  

 （単位：千円）  
 報告セグメント 

  
上場株式等
投資事業 

ロジスティ
ックス事業

雑貨事業 
産業機器関
連・雑貨製
造事業 

計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 ― 2,426,474 1,077,612 648,011 4,152,097 ― 4,152,097

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 12,459 588 300,200 313,247 △313,247 ―

計 ― 2,438,933 1,078,200 948,212 4,465,345 △313,247 4,152,097

セグメント利益又は損失

（△） 
△67,329 △10,711 △267,377 191,285 △154,133 △684,640 △838,774

(注）１ セグメント利益又は損失の調整額 △684,640千円には、セグメント間取引消去△4,921千円、各報告セグメン

トに配分していない全社収益72,544千円及び全社費用△752,263千円が含まれております。全社収益は、グル

ープ会社からの経営指導料及び業務受託収入であり、全社費用の主なものは、持株会社である当社の運営に

係る費用であります。 

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損失と調整を行っております。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。   
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