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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12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 ％

24年3月期第3四半期 656 △74.7 △527 ― △535 ― △538 ―

23年3月期第3四半期 2,597 7.4 △200 ― △229 ― △123 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △655百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △64百万円 （―％）

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3四半期 △24.31 ―

23年3月期第3四半期 △5.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 2,514 1,984 78.3
23年3月期 3,179 2,637 82.4

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  1,968百万円 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 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
    連結業績予想の修正につきましては、本日（平成24年２月３日）公表いたしました「平成24年３月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照 
    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

通期 1,000 △77.0 △700 ― △700 ― △700 ― △31.60



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料２ページ「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」をご覧ください。 

(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） 

※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、
添付資料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 1社 （社名）
Ｏａｋキャピタル１号投資事業有限責任
組合

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3Q 22,175,197 株 23年3月期 22,164,299 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 20,259 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3Q 22,149,931 株 23年3月期3Q 21,982,878 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わが国の経済環境は、東日本大震災の影響により、依然として厳しい状況にあ

ります。また、欧州の財政危機や米国経済の不安から為替相場が歴史的な円高方向で推移していることもあり、株式

市場も低迷が続いてまいりました。 

 このような経済状況下において当社は、インベストメントバンキング事業において、安定した収益を目指す投資の

ビジネスモデルとして、「事業プロジェクト投資」に取り組んでおります。 

 その 初の案件として、投資先であるＩＴ企業の株式会社フライトシステムコンサルティング、株式会社ソフトフ

ロント及びオンデマンド印刷の東京リスマチック株式会社と共同して次世代向けハイブリッド郵便（デジタル郵便）

事業を開始いたしました。当該事業はスマートフォンやパソコンから印刷やポスト投函の手間を省き、国内どこへで

も「手紙」が郵送できるサービスです。 

 今後も新規投資と事業プロジェクトを併用した「事業プロジェクト投資」に取り組むとともに投資回収の早期実現

に努めてまいります。 

 アドバイザリー事業につきましては、クライアント企業各社に対し成長戦略の提案、事業展開に関する助言や営業

支援、実務支援等のコンサルティングサービスを提供しております。 

 連結業績につきましては、産業資材事業を営む日本コーバン株式会社において、震災後の売上高の回復をめざし、

営業活動の強化やコストの削減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、資本提携先を

含む保険会社と共同して保険代理店業務を行うビーエスエルインシュアランス株式会社において、既存取引先の深耕

と新規案件の開拓に努めるとともに、経営の効率化を進めてまいりました。 

 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６億56百万円（前年同期比、74.7％減）、営業損失

５億27百万円（前年同期は営業損失２億円）、経常損失５億35百万円（前年同期は経常損失２億29百万円）、四半期

純損失５億38百万円（前年同期は四半期純損失１億23百万円）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３四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ、６億65百万円減少し25億14百万円となりました。減少

した主な要因は、営業投資有価証券及び現預金の減少によるものであります。負債は、前期末に比べ、11百万円減

少し５億30百万円となりました。純資産は、前期末に比べ、６億53百万円減少し19億84百万円となりました。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評価差額金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 

 連結業績予想につきましては、欧州の財政危機や東日本大震災の影響により、投資環境が悪化したことなどから、

平成23年５月13日公表の「平成23年３月期 決算短信」にて発表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしまし

た。 

 詳細につきましては、本日（平成24年２月３日）公表いたしました「平成24年３月期 通期業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

     

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第３四半期連結会計期間において、Ｏａｋキャピタル１号投資事業有限責任組合は清算したため、連結の範囲か

ら除外しております。 

   

(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。 

   

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



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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 475,451 230,108

受取手形及び売掛金 140,700 124,122

有価証券 3,462 7,880

営業投資有価証券 1,400,647 1,075,768

商品及び製品 164,509 153,610

1年内処分予定の不動産 313,545 313,545

その他 62,862 26,122

貸倒引当金 △3,412 △2,994

流動資産合計 2,557,766 1,928,162

固定資産   

有形固定資産 64,304 60,835

無形固定資産   

のれん 1,317 567

その他 5,549 5,174

無形固定資産合計 6,866 5,742

投資その他の資産   

投資有価証券 469,435 446,236

その他 92,463 59,507

貸倒引当金 △34,364 △1,649

投資その他の資産合計 527,534 504,095

固定資産合計 598,706 570,672

繰延資産 23,455 15,938

資産合計 3,179,929 2,514,774



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,192 32,097

短期借入金 310,000 292,000

1年内返済予定の長期借入金 7,104 7,104

引当金 － 765

その他 125,270 117,390

流動負債合計 463,566 449,356

固定負債   

長期借入金 17,200 11,872

退職給付引当金 45,275 50,486

引当金 3,245 3,245

その他 12,891 15,557

固定負債合計 78,612 81,162

負債合計 542,179 530,519

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,136,143 3,137,342

資本剰余金 1,635,225 1,636,405

利益剰余金 △1,980,051 △2,518,527

自己株式 △9,809 △9,817

株主資本合計 2,781,507 2,245,402

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 △277,237

その他の包括利益累計額合計 △160,927 △277,237

新株予約権 5,215 5,215

少数株主持分 11,953 10,875

純資産合計 2,637,749 1,984,255

負債純資産合計 3,179,929 2,514,774



(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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 2,597,910 656,789

売上原価 2,073,150 485,273

売上総利益 524,760 171,516

販売費及び一般管理費 725,318 698,581

営業損失（△） △200,557 △527,065

営業外収益   

受取利息 5,625 3,305

受取配当金 1,082 1,776

その他 697 2,838

営業外収益合計 7,405 7,920

営業外費用   

支払利息 7,791 7,569

社債発行費等償却 10,544 7,490

為替差損 14,603 80

その他 2,921 885

営業外費用合計 35,860 16,026

経常損失（△） △229,012 △535,171

特別利益   

貸倒引当金戻入額 117,043 －

その他 65 －

特別利益合計 117,108 －

特別損失   

固定資産除却損 253 173

投資有価証券売却損 － 790

関係会社株式売却損 36 －

環境対策引当金繰入額 623 －

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 6,240 963

税金等調整前四半期純損失（△） △118,143 △536,135

法人税、住民税及び事業税 3,645 4,090

法人税等調整額 513 △838

法人税等合計 4,158 3,252

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △122,302 △539,387

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,145 △912

四半期純損失（△） △123,448 △538,475



(四半期連結包括利益計算書) 
(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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △122,302 △539,387

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 57,534 △116,310

その他の包括利益合計 57,534 △116,310

四半期包括利益 △64,768 △655,698

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △65,914 △654,785

少数株主に係る四半期包括利益 1,145 △912



 該当事項はありません。     

   

Ⅰ 前第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） 

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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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。     

   

(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

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  1,876,409  108,399  515,556  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  108,399  516,554  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  50,017  12,603  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

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  127,234  54,900  393,746  80,908  656,789  －  656,789  －  656,789

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  72  －  72  －  72  △72  －

計  127,234  54,900  393,819  80,908  656,862  －  656,862  △72  656,789

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △476,328  △29,072  △25,885  6,825  △524,460  △946  △525,406  △1,658  △527,065

(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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