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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 

  

(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1四半期 267 △53.6 △125 ― △128 ― △131 ―

23年3月期第1四半期 578 104.1 △93 ― △105 ― 3 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △252百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 2百万円 （―％）

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1四半期 △5.92 ―

23年3月期第1四半期 0.02 0.01

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,968 2,386 79.8
23年3月期 3,179 2,637 82.4

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,368百万円 23年3月期  2,620百万円

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  
 

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 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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） 
（％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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
（注）当社のインベストメントバンキング事業は、様々な変動要因の中で投資回収を行っているため、精度の高い予想数値を算定することが困難であることから、
レンジ形式による開示といたします。また、同様に投資回収の時期の予測が困難であることから、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。 

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
6,800 

～7,100
56.3 

～63.1
320

～520
―

310
～510

―
310 

～510
168.6 

～341.9
14.00

～23.03



(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 

(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。なお、業績予想に関する事項につきましては、
２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 (3) 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

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   ：  無

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1Q 22,169,440 株 23年3月期 22,164,299 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 20,123 株 23年3月期 20,016 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 22,146,122 株 23年3月期1Q 218,149,147 株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済環境は、東日本大震災の影響により生産や輸出が減少し、日経平

均株価も震災前の水準に回復せず、厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のなか、当社のインベストメントバンキング事業において、投資及び投資回収はありませんでし

た。 

 産業資材事業につきましては、東日本大震災の影響による需要の落ち込みにより、連結対象である投資先の日本コ

ーバン株式会社において、売上高は前年同期と比べ減少いたしましたが、今後の需要回復に向けた営業施策に取り組

んでまいりました。リスクマネジメント事業につきましては、売上高は前年同期と比べ僅かに減少いたしましたが、

販管費の削減に努めた結果、黒字となりました。  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高２億67百万円（前年同期比、53.6％減）、営業損失

１億25百万円（前年同期は営業損失93百万円）、経常損失１億28百万円（前年同期は経常損失１億５百万円）、四半

期純損失１億31百万円（前年同期は四半期純利益３百万円）となりました。  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四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、２億11百万円減少し29億68百万円となり

ました。減少した主な要因は、営業投資有価証券及び投資有価証券の減少によるものであります。負債は、前期末

に比べ、39百万円増加し５億81百万円となりました。純資産は、前期末に比べ、２億51百万円減少し23億86百万円

となりました。減少した主な要因は、四半期純損失の計上及びその他有価証券の時価評価差額の減少によるもので

あります。  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 通期連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に発表したものから変更はありません。   

  

(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 

該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



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１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 475,451 479,343

受取手形及び売掛金 140,700 158,986

有価証券 3,462 －

営業投資有価証券 1,400,647 1,219,734

商品及び製品 164,509 174,295

1年内処分予定の不動産 313,545 313,545

その他 62,862 30,109

貸倒引当金 △3,412 △3,219

流動資産合計 2,557,766 2,372,796

固定資産   

有形固定資産 64,304 61,977

無形固定資産   

のれん 1,317 1,067

その他 5,549 5,340

無形固定資産合計 6,866 6,407

投資その他の資産   

投資有価証券 469,435 447,809

その他 92,463 60,498

貸倒引当金 △34,364 △2,374

投資その他の資産合計 527,534 505,932

固定資産合計 598,706 574,317

繰延資産 23,455 21,050

資産合計 3,179,929 2,968,164

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,192 39,682

短期借入金 310,000 306,500

1年内返済予定の長期借入金 7,104 7,104

引当金 － 255

その他 125,270 149,399

流動負債合計 463,566 502,941

固定負債   

長期借入金 17,200 15,424

退職給付引当金 45,275 47,435

引当金 3,245 3,245

その他 12,891 12,732

固定負債合計 78,612 78,838

負債合計 542,179 581,779



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,136,143 3,136,708

資本剰余金 1,635,225 1,635,790

利益剰余金 △1,980,051 △2,111,216

自己株式 △9,809 △9,821

株主資本合計 2,781,507 2,651,461

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △160,927 △283,122

その他の包括利益累計額合計 △160,927 △283,122

新株予約権 5,215 5,215

少数株主持分 11,953 12,830

純資産合計 2,637,749 2,386,385

負債純資産合計 3,179,929 2,968,164



(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１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 578,101 267,983

売上原価 435,211 147,657

売上総利益 142,889 120,325

販売費及び一般管理費 236,727 245,584

営業損失（△） △93,838 △125,258

営業外収益   

受取利息 1,929 1,119

受取配当金 － 692

その他 248 666

営業外収益合計 2,178 2,478

営業外費用   

支払利息 2,616 2,480

社債発行費等償却 2,351 2,496

為替差損 9,047 59

その他 298 357

営業外費用合計 14,313 5,393

経常損失（△） △105,974 △128,174

特別利益   

貸倒引当金戻入額 115,444 －

特別利益合計 115,444 －

特別損失   

投資有価証券売却損 － 790

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,326 －

特別損失合計 5,326 790

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（△）

4,143 △128,964

法人税、住民税及び事業税 598 1,639

法人税等調整額 200 △315

法人税等合計 799 1,323

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

3,343 △130,288

少数株主利益又は少数株主損失（△） △600 876

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,944 △131,164



(四半期連結包括利益計算書) 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

3,343 △130,288

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △350 △122,195

その他の包括利益合計 △350 △122,195

四半期包括利益 2,993 △252,483

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,594 △253,359

少数株主に係る四半期包括利益 △600 876



 該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６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 

（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、リスクマネジメント事業等を含ん

でおります。 

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損失（△）と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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 

（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損失（△）と調整を行っております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

  （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 
計

売上高                 

外部顧客への売上高  344,634  162,545  41,799  548,979  29,121  578,101  －  578,101

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  117  －  117  －  117  △117  －

計  344,634  162,663  41,799  549,097  29,121  578,218  △117  578,101

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △116,341  2,713  22,638  △90,989  △3,159  △94,149  310  △93,838

  （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 

アドバイザ

リー事業 
産業資材

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  65,336  30,300  144,904  27,441  267,983  －  267,983  －  267,983

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －  －  －

計  65,336  30,300  144,904  27,441  267,983  －  267,983  －  267,983

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △122,909  △3,826  △1,962  3,610  △125,087  △339  △125,427  168  △125,258



２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 前連結会計年度の第２四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた事業セグメントのうち、「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。新たな報告セグメントの区分に基づいて作成した

前第１四半期連結累計期間の「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」は以下のと

おりであります。  

（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損失（△）と調整を行っております。 

   

該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。   

   

  （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 

アドバイザ

リー事業 
産業資材

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  344,634  41,799  162,545  28,821  577,801  300  578,101  －  578,101

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  117  －  117  －  117  △117  －

計  344,634  41,799  162,663  28,821  577,918  300  578,218  △117  578,101

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △116,341  22,638  2,713  △2,908  △93,898  △250  △94,149  310  △93,838

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 重要な後発事象
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