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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第16期中から中間連結財務諸表を作成しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、新株予約権の残高がありますが、平成18年10月９

日以前の当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。 

４ 提出会社は、平成18年７月５日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第14期中 第15期中 第16期中 第14期 第15期

会計期間
自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日

自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日

自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日

自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日

売上高 (千円) ─ ─ 1,289,033 1,469,064 2,099,487

経常利益 (千円) ─ ─ 590,108 444,707 733,440

中間(当期)純利益 (千円) ─ ─ 333,506 293,555 390,261

純資産額 (千円) ─ ─ 1,531,679 684,278 1,243,260

総資産額 (千円) ─ ─ 2,739,646 1,211,838 2,093,895

１株当たり純資産額 (円) ─ ─ 119,662.46 171,609.82 194,259.38

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ─ ─ 26,055.20 88,290.19 88,978.80

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─ ― ―

自己資本比率 (％) ─ ─ 55.9 56.5 59.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ─ ─ 686,965 452,472 498,534

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ─ ─ △19,926 △33,955 △258,365

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ─ ─ △43,167 58,042 375,306

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) ─ ─ 2,157,765 918,420 1,533,894

従業員数 
〔ほか、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
─

〔─〕

─

〔─〕

48

〔─〕

28

〔―〕

40

〔1〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

     ２ 第16期中より中間財務諸表を作成しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第14期及び第15期については、新株予約権の残高

がありますが、平成18年10月９日以前の当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載

しておりません。 

４ 第14期及び第15期の旧株は、期首からの株式であり、第14期の新株は平成17年１月28日の有償第三者割当に

より発行した株式、第15期の新株は平成18年１月20日の第１回新株予約権の権利行使により発行した株式で

あります。 

     ５ 平成18年７月５日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

  

回次 第14期中 第15期中 第16期中 第14期 第15期

会計期間
自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日

自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日

自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日

自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日

売上高 (千円) ─ ─ 1,287,721 1,475,064 2,105,487

経常利益 (千円) ─ ─ 571,548 421,565 692,793

中間(当期)純利益 (千円) ─ ─ 395,132 280,436 366,515

資本金 (千円) ─ ─ 320,000 195,000 320,000

発行済株式総数 (株) ─ ─ 12,800 3,900 6,400

純資産額 (千円) ─ ─ 1,525,548 640,266 1,175,502

総資産額 (千円) ─ ─ 2,730,692 1,162,196 2,011,266

１株当たり純資産額 (円) ─ ─ 119,183.47 160,324.66 183,672.31

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ─ ─ 30,869.74 84,131.98 83,564.96

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─ ― ―

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─
旧株 7,500 
新株  1,250

旧株 10,000
新株  1,667

自己資本比率 (％) ─ ─ 55.9 55.1 58.4

従業員数 
〔ほか、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
─

〔─〕

─

〔─〕

47

〔─〕

28

〔―〕

40

〔1〕



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容に重要な変更

はありません。また、主要な関係会社の異動については、「３ 関係会社の状況」に記載のとおりであり

ます。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

  

 
(注) １ 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。 

２ 特定子会社に該当する会社はありません。 

３ 上記連結子会社は、連結売上高に占める売上高の割合が10％以下のため、主要な損益情報等の記載を省略し

ております。 

４ 上記連結子会社は、平成18年５月23日付けにて新設いたしました。 

５ 連結子会社であった株式会社ベンチャー総研は、平成18年６月１日付にて当社と合併し、解散しておりま

す。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、受入出向者２名を含めております。 

２ 当社は、事業部門別による記載が困難であるため、組織上の区分により記載しています。 

３ 従業員が当中間連結会計期間において６名増加しましたのは、業容拡大に伴う営業本部の人員の拡充による

ものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、受入出向者２名を含めております。 

２ 従業員が当中間会計期間において６名増加しましたのは、業容拡大に伴う営業本部の人員の拡充によるもの

であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

名称 住所 資本金(千円)
主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合 
(％)

関係内容

(連結子会社)
株式会社経営プランニング研究
所

東京都千代田区 20,000 企業評価に関
する業務

100.00 当社より、企業評価に関す
る業務を受託しておりま
す。 
当社役員並びに従業員が役
員を兼任 ５名

事業部門の名称 従業員数(名)

営業本部 40

管理本部及び経営企画室 8

合計 48

従業員数(名) 47



第２ 【事業の状況】 

当中間連結会計期間は半期報告書の提出初年度であるため、前年同期との比較は行っておりません。

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原燃料価格の高騰等による影響が懸念されましたが、企

業収益の改善を背景とした設備投資の増加や、雇用情勢と所得環境の改善を背景とした個人消費の増加

により景気は回復基調で推移いたしました。 

 当業界におきましては、日本企業が関係するＭ＆Ａ件数は、過去最高を更新した平成17年に引続き平

成18年も同様の高水準で推移しているとの見方が一般的であります。 

 このような状況のもと当中間連結会計期間の当社グループの業績は、前連結会計年度に続き、Ｍ＆Ａ

仲介業務において順調に成約件数を積み上げ、順調な推移を達成することができました。その要因とし

て、昨年度において開催された当社主催のセミナー等の企画を契機として受託した譲渡案件の成約が多

くあり、これらの案件の商談が予定通りスムースに進捗したことが挙げられます。また、当期に立ち上

げた医療・介護支援室におけるＭ＆Ａの受託も順調に推移しております。  

 以上のような活動により、当中間連結会計期間の業績は、売上高1,289,033千円、営業利益594,879千

円、経常利益は590,108千円、中間純利益は333,506千円と良好な結果となりました。  

  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,157,765千円となり、前年度末に比べて

623,870千円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とその要因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） 

 営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは686,965千円となりました。主な収入要因は、税金等

調整前中間純利益584,660千円であり、主な支出要因は法人税等の支払額252,916千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは19,926千円となりました。主な支出要因は、投資有価

証券の取得による支出18,832千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは43,167千円となりました。支出要因は、配当金の支払

額43,167千円であります。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績、受注状況 

該当事項はありません。 

  

(2) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

記載すべき事項はありません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

事業部門の名称 販売高(千円)

Ｍ＆Ａ仲介事業 1,241,231

その他の事業 47,802

合計 1,289,033



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設の計画 

 該当事項はありません。 

(2) 重要な設備の除却等の計画 

 該当事項はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注)  当社は平成18年10月９日を払込期日とする一般募集増資により発行済株式数が1,300株増加し、平成18年10月10

日から東京証券取引所(マザーズ市場)に上場されております。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000

計 30,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月13日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 12,800 14,100
東京証券取引所
(マザーズ市場)

     ─

計 12,800 14,100 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりで

あります。 

  

平成16年12月24日開催の臨時株主総会の決議による第２回新株予約権 

  

 
(注) １ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、２株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は次の式により行使価額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、調整前行使価額を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行

使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１

円未満の端数は切り上げる。 

 
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) 1,284 1,284

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,568 2,568

新株予約権の行使時の払込金額(円) 48,500 48,500

新株予約権の行使期間
平成18年12月25日から
平成26年12月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   48,500
資本組入額  25,000

発行価格   48,500 
資本組入額  25,000

新株予約権の行使の条件

１ 新株予約権者は、権利行

使時においても、当社ま

たは当社の子会社の取締

役、監査役もしくは従業

員の地位にあることを要

す。ただし、当社または

当社の子会社の取締役も

しくは監査役を任期満了

により退任した場合、定

年退職その他正当な理由

がある場合、取締役会の

承認を得た場合はこの限

りではない。

２ この他の条件は、新株予

約権発行の取締役会決議

に基づき、当社と新株予

約権者との間で締結する

新株予約権割当契約に定

めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権は譲渡することが
できない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) １ 株式分割 

株式１株を２株に分割しております。 

２ 平成18年10月９日を払込期日とする一般募集増資により発行済株式総数が1,300株、資本金が691,437千円、

資本準備金が691,437千円増加しております。 

(発行価格1,150,000円、引受価額1,063,750円、払込金額850,000円、資本組入額531,875円) 

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年７月５日 
(注)１

6,400 12,800 ― 320,000 ― 102,000

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

分林 保弘 神奈川県鎌倉市 3,922 30.64

三宅 卓 兵庫県宝塚市 3,584 28.00

日本Ｍ＆Ａセンター社員持株会 東京都千代田区丸の内１－８－１ 260 2.03

半田 貢 東京都港区 250 1.95

島田 睦 千葉県市川市 200 1.56

株式会社船井財産コンサルタン
ツ

東京都新宿区西新宿２－４－１ 200 1.56

長坂 道広 東京都三鷹市 120 0.94

山口 正夫 東京都多摩市 120 0.94

オリックス株式会社 東京都港区浜松町２－４－１ 80 0.63

本塚 雄一郎 埼玉県熊谷市 70 0.55

計 ― 8,806 68.80



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

当社株式は、平成18年10月10日から東京証券取引所(マザーズ市場)に上場されております。 

それ以前の当社株式は、非上場でありますので、該当事項はありません。 

  

３ 【役員の状況】 

記載すべき事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  12,800 12,800 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 12,800 ― ―

総株主の議決権 ― 12,800 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

(3) 当半期報告書は、最初に提出するものでありますので、前年同期との対比は行っておりません。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,257,765 1,613,894

 ２ 売掛金 9,981 1,290

 ３ 有価証券 15,458 26,344

 ４ 前払費用 33,705 51,038

 ５ 繰延税金資産 27,276 24,979

 ６ その他 9,179 2,444

   流動資産合計 2,353,368 85.9 1,719,991 82.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 6,167 6,167

    減価償却累計額 △3,152 3,015 △3,056 3,111

  (2) その他 55,221 54,557

    減価償却累計額 △21,653 33,567 △17,205 37,351

   有形固定資産合計 36,582 1.3 40,463 1.9

 ２ 無形固定資産 5,507 0.2 6,193 0.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 90,231 86,157

  (2) 繰延税金資産 55,178 48,301

  (3) 長期性預金 100,000 100,000

  (4) その他 98,777 92,787

   投資その他の資産合計 344,187 12.6 327,247 15.7

   固定資産合計 386,277 14.1 373,904 17.9

   資産合計 2,739,646 100.0 2,093,895 100.0



 
  

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 31,572 20,291

 ２ 短期借入金 200,000 200,000

 ３ 未払費用 39,594 60,103

 ４ 未払法人税等 260,447 254,353

 ５ 預り金 220,275 20,721

 ６ 前受金 155,742 ―

 ７ 賞与引当金 14,800 13,865

 ８ 役員賞与引当金 23,200 28,000

 ９ その他 58,961 57,601

   流動負債合計 1,004,593 36.7 654,936 31.3

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 11,201 10,858

 ２ 役員退職慰労引当金 153,171 145,841

 ３ 預り保証金 39,000 39,000

   固定負債合計 203,372 7.4 195,699 9.3

   負債合計 1,207,966 44.1 850,635 40.6

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ― ― 320,000 15.3

Ⅱ 資本剰余金 ― ― 102,242 4.9

Ⅲ 利益剰余金 ― ― 800,187 38.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ― ― 20,830 1.0

   資本合計 ― ― 1,243,260 59.4

   負債及び資本合計 ― ― 2,093,895 100.0



 
  

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 320,000 11.7 ― ―

 ２ 資本剰余金 102,000 3.7 ― ―

 ３ 利益剰余金 1,090,768 39.8 ― ―

   株主資本合計 1,512,768 55.2 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

18,911 0.7 ― ―

   評価・換算差額等合計 18,911 0.7 ― ―

   純資産合計 1,531,679 55.9 ― ―

   負債及び純資産合計 2,739,646 100.0 ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,289,033 100.0 2,099,487 100.0

Ⅱ 売上原価 398,933 30.9 806,698 38.4

   売上総利益 890,100 69.1 1,292,789 61.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 295,220 23.0 561,500 26.8

   営業利益 594,879 46.1 731,288 34.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 303 92

 ２ 受取配当金 1,983 1,209

 ３ 有価証券運用益 ― 1,651

 ４ 消費税等免税益等 391 829

 ５ その他 65 2,744 0.3 122 3,905 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 999 359

 ２ 有価証券運用損 1,379 ―

 ３ 創立費 371 ―

 ４ 新株発行費 ― 1,068

 ５ 上場関連費用 4,467 ―

 ６ 投資事業組合運用損 ― 325

 ７ 持分法による投資損失 297 7,515 0.6 ― 1,753 0.1

   経常利益 590,108 45.8 733,440 34.9

Ⅵ 特別利益

 1 投資有価証券売却益 ※２ ― ─ ─ 10,520 10,520 0.5

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 19 6,535

 ２ 投資有価証券評価損 5,428 5,447 0.4 ― 6,535 0.3

   税金等調整前中間(当期) 
   純利益

584,660 45.4 737,425 35.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

259,010 362,802

   法人税等調整額 △7,856 251,154 19.5 △15,637 347,164 16.5

   中間(当期)純利益 333,506 25.9 390,261 18.6



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 27,242

Ⅱ 資本剰余金増加高

  新株予約権の行使による 
  新株の発行

75,000 75,000

Ⅲ 資本剰余金期末残高 102,242

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 448,551

Ⅱ 利益剰余金増加高

  当期純利益 390,261 390,261

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 23,625

 ２ 役員賞与 15,000 38,625

Ⅳ 利益剰余金期末残高 800,187



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 320,000 102,242 800,187 1,222,429

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ ─ △43,167 △43,167

 中間純利益 ─ ─ 333,506 333,506

 合併に伴う振替額 ─ △242 242 ─

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

─ ─ ─ ─

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ △242 290,581 290,339

平成18年９月30日残高(千円) 320,000 102,000 1,090,768 1,512,768

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 20,830 20,830 1,243,260

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ ─ △43,167

 中間純利益 ─ ─ 333,506

 合併に伴う振替額 ─ ─ ─

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△1,919 △1,919 △1,919

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△1,919 △1,919 288,419

平成18年９月30日残高(千円) 18,911 18,911 1,531,679



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 584,660 737,425

 ２ 減価償却費 5,447 13,229

 ３ 賞与引当金の増加額 934 2,849

 ４ 役員賞与引当金の増減額(△は減少) △4,800 28,000

 ５ 退職給付引当金の増加額 343 3,753

 ６ 役員退職慰労引当金の増加額 7,330 13,935

 ７ 受取利息及び受取配当金 △2,286 △1,302

 ８ 支払利息 999 359

 ９ 投資有価証券売却益 ― △10,520

 10 固定資産除却損 19 6,535

 11 売掛金の増加額 △8,691 △390

 12 有価証券の増加額 △13,602 ―

 13 前払費用の増減額(△は増加) 17,332 △7,867

 14 買掛金の増加額 11,280 10,998

 15 未払費用の増減額(△は減少) △20,508 4,915

 16 前受金の増加額 155,742 ―

 17 預り金の増減額(△は減少) 199,553 △49,448

 18 役員賞与の支払額 ― △15,000

 19 その他 4,838 40,746

    小計 938,594 778,219

 20 利息及び配当金の受取額 2,286 1,296

 21 利息の支払額 △999 △425

 22 法人税等の支払額 △252,916 △280,556

   営業活動によるキャッシュ・フロー 686,965 498,534

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △900 △21,102

 ２ 無形固定資産の取得による支出 ― △397

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △18,832 △20,850

 ４ 投資有価証券売却による収入 ― 4,520

 ５ 関係会社株式売却による収入 ― 10,000

 ６ 定期預金預入れによる支出 ― △200,000

 ７ その他 △193 △30,535

   投資活動によるキャッシュ・フロー △19,926 △258,365

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金による収入 ― 200,000

 ２ 株式の発行による収入 ― 198,931

 ３ 配当金の支払額 △43,167 △23,625

   財務活動によるキャッシュ・フロー △43,167 375,306

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 623,870 615,474

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,533,894 918,420

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 2,157,765 1,533,894



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 １社

連結子会社の名称

㈱経営プランニング研究所

 

 なお、㈱経営プランニング研究所

は平成18年５月23日設立により、連

結子会社となりました。 

 また、㈱ベンチャー総研は平成18

年６月１日に当社との合併により、

連結の範囲から除外しております。

ただし、合併により消滅するまでの

損益計算書については連結しており

ます。

(1) 連結子会社の数 １社

すべての子会社を連結の範囲に含

めております。 

連結子会社の名称 

 ㈱ベンチャー総研

(2) 主要な非連結子会社名

日本Ｍ＆Ａセンター投資事業組合 

１号ファンド 

 

当中間連結会計期間から「投資事

業組合に対する支配力基準及び影響

力基準の適用に関する実務上の取扱

い」(企業会計基準委員会 平成18

年９月８日 実務対応報告第20号)

を適用し、日本Ｍ＆Ａセンター投資

事業組合１号ファンドは子会社とな

りましたが、以下の理由で連結の範

囲から除いております。 

 

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社日本Ｍ＆Ａセンター

投資事業組合１号ファンドは、小規

模組合であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。 

 



 
  

項目
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

 １社

日本Ｍ＆Ａセンター投資事業組合

１号ファンド

―――――――

(2) 持分法を適用しない関連会社の名

称

日本プライベートエクイティ㈱

(1) 持分法を適用しない関連会社の名

称

日本プライベートエクイティ㈱

前連結会計年度において持分法

非適用の関連会社であった㈱船井

財産コンサルタンツ・ネットワー

クシステムは、株式を全て売却し

たため、関連会社から除外してお

ります。

(持分法を適用しない理由) 

 持分法非適用会社は、中間純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外して

おります。

(持分法を適用しない理由)

持分法非適用会社は、当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外して

おります。

３ 連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

 連結子会社の中間決算日は中間連結

決算日と一致しております。

連結子会社の決算日は、２月末日で

あります。連結財務諸表の作成にあた

っては、同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を

行っております。

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ 有価証券

(1) 売買目的有価証券  

時価法(売却原価は、移動平均

法により算定)によっておりま

す。

イ 有価証券

(1) 売買目的有価証券

同左

(2) 関連会社株式

移動平均法による原価法によっ

ております。

(2) 関連会社株式

同左

(3) その他有価証券

(時価のあるもの)

中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定)によっております。

(3) その他有価証券

(時価のあるもの)

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)に

よっております。

(時価のないもの)

移動平均法による原価法によ

っております。

(時価のないもの)

同左



 
  

項目
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ 有形固定資産

定率法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物           36年

その他        ４～８年

イ 有形固定資産

同左

ロ 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用してお

ります。

ロ 無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

イ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権について貸倒実績率

による繰入額を計上しております。

イ 貸倒引当金

同左

ロ 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間連結会

計期間に負担すべき額を計上してお

ります。

ロ 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会計年

度に負担すべき額を計上しておりま

す。

ハ 役員賞与引当金

定時株主総会での承認を条件に支

給される役員賞与に備えるため、当

中間連結会計期間において発生して

いると認められる額を計上しており

ます。 

 

ハ 役員賞与引当金

定時株主総会での承認を条件に支

給される役員賞与に備えるため、当

期発生額を計上しております。

(追加情報)

当連結会計年度から「役員賞与の

会計処理に関する当面の取扱い」

(企業会計基準委員会 実務対応報

告第13号)を適用しております。こ

れにより、従来、各連結会社の株主

総会決議時(又は支給時)に利益剰余

金の減少として会計処理していた役

員賞与を、当連結会計年度から発生

時に費用処理しております。

この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益が、28,000千円減少し

ております。



 
  

項目
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

ニ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当中間連結会計期間末における退職

給付債務の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上しておりま

す。 

  なお、退職給付引当金は、簡便法

(退職給付に係る当中間連結会計期

間末自己都合要支給額から、中小企

業退職金共済制度より支給される金

額を控除する方法)により計算して

おります。

ニ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認め

られる額を計上しております。

なお、退職給付引当金は、簡便法

(退職給付に係る連結会計年度末自

己都合要支給額から、中小企業退職

金共済制度より支給される金額を控

除する方法)により計算しておりま

す。

ホ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金支給に関する

内規に基づく当中間連結会計期間末

要支給額を計上しております。

ホ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金支給に関する

内規に基づく連結会計年度末要支給

額を計上しております。

(4) その他中間連結財務諸

表(連結財務諸表)作成

のための基本となる重

要な事項

イ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

イ 消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)に

おける資金の範囲

 中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還

日の到来する短期投資からなっており

ます。

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還日の到

来する短期投資からなっております。



(会計処理の変更) 

  

 
  

  

  

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 
───────

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)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当期

純利益への影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17

年12月９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日)を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

1,531,679千円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結財務

諸表は、改正後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

 

―――――――

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「企業結合に係る会計基準」

(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第７号)並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指

針第10号)を適用しております。

―――――――



注記事項 

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

役員報酬 41,820千円

賞与引当金繰入額 3,600千円

役員賞与引当金繰入額 23,200千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,500千円

広告宣伝費 36,524千円

地代家賃 32,757千円

役員報酬 67,904千円

賞与引当金繰入額 3,501千円

役員賞与引当金繰入額 28,000千円

役員退職慰労引当金繰入額 15,375千円

広告宣伝費 99,073千円

地代家賃 50,585千円

※２       ─────── ※２ 投資有価証券売却益の内訳

投資有価証券売却益 2,520千円

関係会社株式売却益 8,000千円

計 10,520千円

※３ 固定資産除却損の内訳 ※３ 固定資産除却損の内訳

有形固定資産 その他 19千円 有形固定資産 その他 2,900千円

無形固定資産 3,634千円

計 6,535千円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数6,400株の内訳は、平成18年７月５日付をもって普通株式１株につき２株に株式分割したことによるもの

であります。 

           

           
  
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

  
  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

   減少は、付与対象者の退職によるものであります。 

   増加は、平成18年７月５日付けをもって普通株式１株につき２株に株式分割したことによるものでありま

す。 

   なお、権利行使期間は、平成18年12月25日から平成26年12月24日までであります。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

    該当事項はありません。 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 6,400 6,400 ― 12,800

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間 
末残高 
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社
平成16年12月新株予約
権

普通株式 1,297 1,292 21 2,568 ─

連結 
子会社

― ― ― ― ― ― ─

合計 1,297 1,292 21 2,568 ―

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月16日 
定時株主総会

普通株式 43,167
旧株 10,000
新株 1,667

平成18年３月31日 平成18年６月16日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

リース取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

リース取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,257,765千円

有価証券 15,458千円

計 2,273,224千円

現金及び預金 1,613,894千円

有価証券 26,344千円

計 1,640,239千円

 

預入期間が３か月を越える定期預金 △100,000千円

公社債投資信託以外の有価証券 △15,458千円

現金及び現金同等物 2,157,765千円
 

預入期間が３か月を越える定期預金 △100,000千円

公社債投資信託以外の有価証券 △6,344千円

現金及び現金同等物 1,533,894千円



(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

 (1) その他有価証券 

 
  

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

 (1) その他有価証券 

内容 取得原価(千円) 中間連結貸借対照表計上額(千円) 差額(千円)

 ① 株式 3,000 34,740 31,740

 ② その他 31,739 31,890 150

合計 34,739 66,630 31,890

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

 ① 非上場株式 3,021

 ② その他 5,995

合計 9,017

内容 取得原価(千円) 連結貸借対照表計上額(千円) 差額(千円)

 ① 株式 3,000 38,160 35,160

 ② その他 12,907 12,874 △32

合計 15,907 51,034 35,127

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

 ① 非上場株式 8,250

 ② 短期公社債投資信託 20,000

 ③ その他 6,293

合計 34,543



(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間においてストック・オプションを付与しておりませんので、該当事項はありま

せん。 

  

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社グループはＭ＆Ａ業務に特化したサービスを提供する企業集団として、Ｍ＆Ａの仲介、コンサ

ルティング事業を手掛けており、Ｍ＆Ａコンサルティング事業という単一の事業セグメントに属して

おります。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社グループはＭ＆Ａ業務に特化したサービスを提供する企業集団として、Ｍ＆Ａの仲介、コンサ

ルティング事業を手掛けており、Ｍ＆Ａコンサルティング事業という単一の事業セグメントに属して

おります。 

  

２ 所在地別セグメント情報 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する事業所及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する事業所及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

３ 海外売上高 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 



(企業結合等関係) 

共通支配下の取引 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

結合当事企業 

当社および当社の連結子会社株式会社ベンチャー総研との合併であります。 

  

企業結合の法的形式 

当社を存続会社、株式会社ベンチャー総研を消滅会社とする吸収合併であり、簡易合併の手続き

により合併しております。 

  

結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

当社グループの事業の再編成のための合併であり、合併期日後において株式会社ベンチャー総研

の資産・負債及び権利義務の一切を引き継いでおります。 

  

実施した会計処理の概要 

本合併は、「企業結合に係る会計基準」(平成15年10月31日 企業会計審議会)及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(平成17年12月27日 企業会計基準委員会)に基

づき、共通支配下の取引として会計処理を行っており、被合併会社から受け入れる資産及び負債は

適正な帳簿価格により計上しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

  

1 １株当たりの中間(当期)純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

項目
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 119,662円46銭 194,259円38銭

１株当たり中間(当期)純利益 26,055円20銭 88,978円80銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、新株予約権の残

高がありますが、当社株式は非上場の

ため、期中平均株価が把握できないた

め、記載しておりません。 

 なお、当社は平成18年７月５日付で

株式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。当中間連結会計期間の１

株当たり中間純利益の算定につきまし

ては、株式分割が期首に行われたもの

として算出しております。 

 また、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、以下のとおりとなりま

す。 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額  97,129円69銭 

１株当たり当期純利益 44,489円40銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株予約権の残

高がありますが、当社株式は非上場の

ため、期中平均株価が把握できないた

め、記載しておりません。

項目
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(中間)連結損益計算書上の中間(当期) 
純利益(千円)

333,506 390,261

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円)

333,506 390,261

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 12,800 4,386

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間(当期)純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の概要

第２回新株予約権 

     1,284個 2,568株

第２回新株予約権

1,297個、1,297株



(重要な後発事象) 

  
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１        ─────── １ 子会社との合併

当社は、当社グループの事業を再編成するため、連

結子会社株式会社ベンチャー総研を平成18年６月１日

付にて簡易合併の手続きにより合併いたしました。

(1) 合併の要旨は以下のとおりであります。

① 合併期日

平成18年６月１日

② 合併方法等

当社を存続会社、株式会社ベンチャー総研を解

散会社とする吸収合併とし、当社が、株式会社ベ

ンチャー総研の発行済株式の全てを保有している

ことから、合併に際しては、新たな株式の発行及

び資本金の増加は行っておりません。

また、合併交付金の支払はありません。

③ 株式会社ベンチャー総研の事業内容

企業評価の受託

④ 財産の引継

合併期日において株式会社ベンチャー総研の資

産・負債及び権利義務の一切を引き継いでおりま

す。

なお、株式会社ベンチャー総研の直前期末(平

成18年２月28日)現在の財政状態及び直前期(平成

17年３月１日から平成18年２月28日)の営業の状

況は次のとおりであります。

資産合計 102,446千円

負債合計 24,689千円

資本合計 77,757千円

売上高 46,538千円

当期純利益 23,883千円

２        ─────── ２ 子会社の設立

当社は、当社グループの事業を再編成するため、子

会社を設立いたしました。

(1) 子会社の要旨は以下のとおりであります。

① 名称    株式会社経営プランニング研究所

② 設立の時期 平成18年５月23日

③ 資本金   20,000千円

当社が発行済株式総数の100％を

取得しております。

④主な事業内容 企業評価に関する業務



  

 
(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

３ 株式上場及び新株式発行

当社は平成18年９月５日に東京証券取引所マザーズ

市場より上場承認を受け、平成18年10月10日に株式上

場いたしました。株式上場にあたり、平成18年９月５

日及び平成18年９月19日の取締役会において新株式発

行を決議し、平成18年10月９日に払込みが完了いたし

ました。

①発行する株式の種類及び数  普通株式1,300株 

②募集方法 一般募集(ブックビルディング方式) 

③発行価格  ：１株につき1,150,000円 

④引受価格  ：１株につき1,063,750 

⑤資本組入額 ：１株につき531,875円 

⑥払込金額の総額  ： 1,382,875,000円 

⑦資本組入額の総額 ： 691,437,500円 

⑧払込期日     ： 平成18年10月９日 

⑨資金の使途  

３        ───────

 人材の採用と教育、広告宣伝及び社内システムの

構築に充当することを予定しております。 

 残余の資金については、当社のＭ＆Ａ仲介事業に

関連する事業者の買収やそれを自社展開する等、戦

略支出を適宜実施していくことに充当してまいりま

す。なお、当社が当事者として実施するＭ＆Ａにつ

いては、Ｍ＆Ａのプロフェッショナルとして案件固

有の採算性とシナジー効果の両方を十分に考慮し、

当社の収益性の向上につながるような案件について

実施していく方針です。 

 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,220,645 1,516,477

 ２ 売掛金 9,981 1,290

 ３ 有価証券 15,458 26,344

 ４ 前払費用 33,705 51,038

 ５ 繰延税金資産 26,948 23,887

 ６ 未収入金 8,495 5,885

 ７ その他 9,179 2,438

   流動資産合計 2,324,414 85.1 1,627,361 80.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 6,167 6,167

    減価償却累計額 △3,152 3,015 △3,056 3,111

  (2) 工具器具備品 55,221 54,557

    減価償却累計額 △21,653 33,567 △17,205 37,351

   有形固定資産合計 36,582 1.3 40,463 2.0

 ２ 無形固定資産

  (1) 借地権 889 889

  (2) ソフトウェア 4,145 4,831

  (3) その他 471 471

   無形固定資産合計 5,507 0.2 6,193 0.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 69,651 65,577

  (2) 関係会社株式 40,580 30,580

  (3) その他関係会社 
         有価証券

5,995 ─

  (4) 出資金 ─ 200

  (5) 繰延税金資産 55,178 48,301

  (6) 長期性預金 100,000 100,000

  (7) 保証金 62,169 62,169

  (8) 保険積立金 29,612 29,418

  (9) その他 1,000 1,000

   投資その他の資産合計 364,187 13.4 337,247 16.8

   固定資産合計 406,277 14.9 383,904 19.1

   資産合計 2,730,692 100.0 2,011,266 100.0



 
  

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 33,485 20,028

 ２ 短期借入金 200,000 200,000

 ３ 未払金 33,756 22,438

 ４ 未払費用 39,594 60,103

 ５ 未払法人税等 256,449 241,079

 ６ 未払消費税等 24,512 31,714

  ７ 前受金 155,742 ─

 ８ 預り金 220,230 20,706

 ９ 賞与引当金 14,800 13,865

 10 役員賞与引当金 23,200 28,000

 11 その他 ─ 2,128

   流動負債合計 1,001,771 36.7 640,064 31.8

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 11,201 10,858

 ２ 役員退職慰労引当金 153,171 145,841

 ３ 預り保証金 39,000 39,000

   固定負債合計 203,372 7.4 195,699 9.8

   負債合計 1,205,144 44.1 835,763 41.6

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ― ― 320,000 15.9

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 ― 102,000

   資本剰余金合計 ― ― 102,000 5.1

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 ― 21,750

 ２ 任意積立金

  (1) 特別償却準備金 ― ― 4,498 4,498

 ３ 当期未処分利益 ― 706,423

   利益剰余金合計 ― ― 732,672 36.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ― ― 20,830 1.0

   資本合計 ― ― 1,175,502 58.4

   負債及び資本合計 ― ― 2,011,266 100.0



 
  

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 320,000 11.7 ― ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 102,000 ―

   資本剰余金合計 102,000 3.7 ― ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 21,750 ―

  (2) その他利益剰余金

      特別償却準備金 2,278 ―

    繰越利益剰余金 1,060,608 ―

   利益剰余金合計 1,084,637 39.8 ― ―

   株主資本合計 1,506,637 55.2 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

18,911 0.7 ― ―

   評価・換算差額等合計 18,911 0.7 ― ―

   純資産合計 1,525,548 55.9 ― ―

   負債純資産合計 2,730,692 100.0 ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,287,721 100.0 2,105,487 100.0

Ⅱ 売上原価 418,117 32.5 853,236 40.5

   売上総利益 869,604 67.5 1,252,250 59.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 293,260 22.7 560,777 26.7

   営業利益 576,343 44.8 691,473 32.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 294 17

 ２ 有価証券利息 6 72

 ３ 受取配当金 1,983 1,209

 ４ 有価証券運用益 ─ 1,651

 ５ その他 65 2,350 0.2 122 3,073 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 999 359

 ２ 新株発行費 ─ 1,068

 ３ 投資事業組合運用損 297 325

 ４ 有価証券運用損 1,379 ─

 ５ 上場関連費用 4,467 7,144 0.6 ─ 1,753 0.1

   経常利益 571,548 44.4 692,793 32.9

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ─ 2,520

 ２ 関係会社株式売却益 ─ 8,000

 ３ 抱合株式消滅差益 72,800 72,800 5.6 ─ 10,520 0.5

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※１ 19 6,535

 ２ 投資有価証券評価損 5,428 5,447 0.4 ─ 6,535 0.3

   税引前中間(当期)純利益 638,902 49.6 696,778 33.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

252,389 344,946

   法人税等調整額 △8,620 243,769 18.9 △14,683 330,262 15.7

   中間(当期)純利益 395,132 30.7 366,515 17.4

   前期繰越利益 ― 339,907

   当期未処分利益 ― 706,423



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 320,000 102,000 102,000

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ ─ ─

  利益処分による特別償却準備金  
 取崩額

─ ─ ─

 税法上の特別償却準備金取崩額 ─ ─ ─

 中間純利益 ─ ─ ─

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

─ ─ ─

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ ─ ─

平成18年９月30日残高(千円) 320,000 102,000 102,000

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計特別償却

準備金
繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 21,750 4,498 706,423 732,672 1,154,672

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ ─ △43,167 △43,167 △43,167

 利益処分による特別償却準備金  
 取崩額

─ △1,894 1,894 ─ ─

 税法上の特別償却準備金取崩額 ─ △325 325 ─ ─

 中間純利益 ─ ─ 395,132 395,132 395,132

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

─ ─ ─ ─ ─

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ △2,220 354,185 351,965 351,965

平成18年９月30日残高(千円) 21,750 2,278 1,060,608 1,084,637 1,506,637

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 20,830 20,830 1,175,502

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ ─ △43,167

 利益処分による特別償却準備金  
 取崩額

─ ─ ─

 税法上の特別償却準備金取崩額 ─ ─ ─

 中間純利益 ─ ─ 395,132

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△1,919 △1,919 △1,919

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△1,919 △1,919 350,045

平成18年９月30日残高(千円) 18,911 18,911 1,525,548



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方

法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方

法

① 売買目的有価証券

時価法(売却原価は、移動平均

法により算定)によっておりま

す。

① 売買目的有価証券

同左

② 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっ

ております。

② 子会社株式及び関連会社株式

同左

③ その他有価証券

  (時価のあるもの)

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)によって

おります。

③ その他有価証券

  (時価のあるもの)

決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)によっておりま

す。

  (時価のないもの)

移動平均法による原価法によっ

ております。

  (時価のないもの)

同左

２ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。な

お、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

   建物          36年

   工具器具備品    ４～８年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。

(2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権について貸倒実

績率による繰入額を計上しており

ます。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間に負担すべき額を計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当期に負担

すべき額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

定時株主総会での承認を条件に

支給される役員賞与に備えるた

め、当中間会計期間において発生

していると認められる額を計上し

ております。

(3) 役員賞与引当金

定時株主総会での承認を条件に

支給される役員賞与に備えるた

め、当期発生額を計上しておりま

す。



 
  

項目
当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

  (追加情報)

当事業年度から「役員賞与の会

計処理に関する当面の取扱い」

(企業会計基準委員会 実務対応

報告第13号)を適用しておりま

す。これにより、従来、株主総会

決議時(又は支給時)に利益剰余金

の減少として会計処理していた役

員賞与を、当事業年度から発生時

に費用処理しております。

この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が、28,000千円減少

しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当中間期末における退職給付

債務の見込額に基づき、当中間期

末において発生していると認めら

れる額を計上しております。

なお、退職給付引当金は、簡便

法(退職給付に係る当中間期末自

己都合要支給額から、中小企業退

職金共済制度より支給される金額

を控除する方法)により計算して

おります。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

の見込額に基づき、当期末におい

て発生していると認められる額を

計上しております。

なお、退職給付引当金は、簡便

法(退職給付に係る期末自己都合

要支給額から、中小企業退職金共

済制度より支給される金額を控除

する方法)により計算しておりま

す。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金支給に関

する内規に基づく当中間期末要支

給額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金支給に関

する内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

４ その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左



(会計処理の変更) 

  

 
  

  

  

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

─────── (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

への影響はありません。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)  

 当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12

月９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日)を適用しております。  

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,525,548千円であります。 

 中間財務諸表等規則の改正により、当中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則により作成しておりま

す。 

───────

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間から「企業結合に係る会計基準」(企

業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号)並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針

第10号)を適用しております。

───────



注記事項 

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 固定資産除却損の内訳

工具器具備品 19千円

※１ 固定資産除却損の内訳

工具器具備品 2,900千円

ソフトウェア 3,634千円

計 6,535千円

 ２ 減価償却実施額 

   有形固定資産           4,761千円 

   無形固定資産            686千円

 ２ 減価償却実施額 

   有形固定資産           10,572千円 

   無形固定資産            2,656千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
  
  

(リース取引関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社は、リース取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は、リース取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

(有価証券関係) 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

  

  

  

１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

項目
当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 119,183円47銭 183,672円31銭

１株当たり中間(当期)純利益 30,869円74銭 83,564円96銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、新株予約権の残

高がありますが、当社株式は非上場の

ため、期中平均株価が把握できないた

め、記載しておりません。 

 なお、当社は平成18年７月５日付で

株式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。当中間会計期間の１株当

たり中間純利益の算定につきまして

は、株式分割が期首に行われたものと

して算出しております。 

 また、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、以下のとおりとなりま

す。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株予約権の残

高がありますが、当社株式は非上場の

ため、期中平均株価が把握できないた

め、記載しておりません。

前事業年度 

１株当たり純資産額  91,836円15銭 

１株当たり当期純利益 41,782円48銭

項目
当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(中間)損益計算書上の中間(当期)純利
益(千円)

395,132 366,515

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円)

395,132 366,515

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

普通株式の期中平均株式数(株) 12,800 4,386

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間(当期)純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の概要

第２回新株予約権  

     1,284個 2,568株

第２回新株予約権

1,297個、1,297株



(重要な後発事象) 

  
当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１        ───────

 

１ 子会社との合併

  当社は、当社グループの事業を再編成するため、連

結子会社株式会社ベンチャー総研を平成18年６月１日

付にて簡易合併の手続きにより合併いたしました。

 (1) 合併の要旨は以下のとおりであります。

  ① 合併期日

    平成18年６月１日

  ② 合併方法等

    当社を存続会社、株式会社ベンチャー総研を解

散会社とする吸収合併とし、当社が、株式会社ベ

ンチャー総研の発行済株式の全てを保有している

ことから、合併に際しては、新たな株式の発行及

び資本金の増加は行っておりません。

    また、合併交付金の支払はありません。

  ③ 株式会社ベンチャー総研の事業内容

    企業評価の受託

  ④ 財産の引継

    合併期日において株式会社ベンチャー総研の資

産・負債及び権利義務の一切を引き継いでおりま

す。

    なお、株式会社ベンチャー総研の直前期末(平

成18年２月28日)現在の財政状態及び直前期(平成

17年３月１日から平成18年２月28日)の営業の状

況は次のとおりであります。

資産合計 102,446千円

負債合計 24,689千円

資本合計 77,757千円

売上高 46,538千円

当期純利益 23,883千円

 

２        ─────── ２ 子会社の設立

  当社は、当社グループの事業を再編成するため、子

会社を設立いたしました。

 (1) 子会社の要旨は以下のとおりであります。

  ①名称     株式会社経営プランニング研究所

  ②設立の時期  平成18年５月23日

  ③資本金    20,000千円

当社が発行済株式総数の100％を

取得しております。

  ④主な事業内容 企業評価に関する業務



 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

３ 株式上場及び新株式発行

当社は平成18年９月５日に東京証券取引所マザーズ

市場より上場承認を受け、平成18年10月10日に株式上

場いたしました。株式上場にあたり、平成18年９月５

日及び平成18年９月19日の取締役会において新株式発

行を決議し、平成18年10月９日に払込みが完了いたし

ました。

３        ───────

①発行する株式の種類及び数  普通株式1,300株 

②募集方法 一般募集(ブックビルディング方式) 

③発行価格  ：１株につき1,150,000円 

④引受価格  ：１株につき1,063,750 

⑤資本組入額 ：１株につき531,875円 

⑥払込金額の総額  ： 1,382,875,000円 

⑦資本組入額の総額 ： 691,437,500円 

⑧払込期日     ： 平成18年10月９日 

⑨資金の使途 

人材の採用と教育、広告宣伝及び社内システムの構

築に充当することを予定しております。 

残余の資金については、当社のＭ＆Ａ仲介事業に関

連する事業者の買収やそれを自社展開する等、戦略

支出を適宜実施していくことに充当してまいりま

す。なお、当社が当事者として実施するＭ＆Ａにつ

いては、Ｍ＆Ａのプロフェッショナルとして案件固

有の採算性とシナジー効果の両方を十分に考慮し、

当社の収益性の向上につながるような案件について

実施していく方針です。



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券届出書及びその添付書類 

有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式によ

る売出し)に係る有価証券届出書を平成18年９月５日関東財務局長に提出 

  

(2) 有価証券届出書の訂正届出書 

上記(1)に係る訂正届出書を平成18年９月20日及び平成18年９月28日関東財務局長に提出 

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社 日本Ｍ＆Ａセンター 

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社日本Ｍ＆Ａセンターの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度

の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すな

わち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。  

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。  

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社日本Ｍ＆Ａセンター及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。  

追記情報  

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い、平成１

８年１０月９日を払込期日とする新株式の発行を行った。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。                                                                              

以 上 

  

 
  

平成18年12月12日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  笠  原  壽 太 郎  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  森  谷  和  正  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社 日本Ｍ＆Ａセンター 

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社日本Ｍ＆Ａセンターの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１６期事業

年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。  

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。  

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社日本Ｍ＆Ａセンターの平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終

了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報

を表示しているものと認める。  

追記情報  

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い、平成１

８年１０月９日を払込期日とする新株式の発行を行った。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。                                                                                   

以 上

  

 
  

平成18年12月12日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  笠  原  壽 太 郎  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  森  谷  和  正  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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