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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第18期

第２四半期連結
累計期間

第19期
第２四半期連結
累計期間

第18期
第２四半期連結
会計期間

第19期
第２四半期連結
会計期間

第18期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ７月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 2,251,9321,841,5591,261,521845,7264,009,611

経常利益 (千円) 1,015,408776,659 549,177 281,1051,651,293

四半期(当期)純利益 (千円) 573,068 441,235 298,668 144,190 877,521

純資産額 (千円) ― ― 4,258,1034,731,4384,440,846

総資産額 (千円) ― ― 5,400,6435,619,9285,495,485

１株当たり純資産額 (円) ― ― 68,038.2173,296.5568,794.86

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 9,156.796,835.354,772.282,233.7013,833.84

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 8,612.006,627.954,488.962,165.6713,183.52

自己資本比率 (％) ― ― 78.8 84.2 80.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 230,464 355,921 ― ― 463,728

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,202,626△773,324 ― ― △1,605,872

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △187,752△161,380 ― ― △420,350

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 3,065,5732,084,2112,662,993

従業員数 (名) ― ― 76 81 79

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期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)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 81

(注) 　従業員数は就業人員であり、受入出向者３名を含めております。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 79

(注) 　従業員数は就業人員であり、受入出向者３名を含めております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

該当事項はありません。

　

(2) 受注実績

該当事項はありません。

　

(3) 販売実績

当第２四半期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。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

Ｍ＆Ａ仲介事業 817,420 △33.8

その他の事業 28,305 ＋9.2

合計 845,726 △33.0

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間における、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。

　

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間の我が国経済は、昨秋以降の世界同時不況による急速な景気悪化から、一部

底打ちの兆しもみられるものの依然として厳しい状況が続いております。

　そのような経済環境下においても当社グループは、当第２四半期連結会計期間も、中小企業の「後継者

難」と「先行き不安」の問題を背景とした堅調なＭ＆Ａニーズに支えられ、独自のビジネスモデルで堅

調に当初の業績予想を進捗することができました。

当第２四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は下表のとおりとなりました。

　経常利益及び四半期純利益の当第２四半期連結累計期間の業績予想の進捗率は、それぞれ、97.1％及び

101.4％であり、ほぼ期首の業績予想どおりに推移しております。下記チャートのとおり、前年第２四半期

連結会計期間において比較的大型の案件の成約が集中したため、前年同四半期連結累計期間との比較で

は当第２四半期連結累計期間の経常利益等は減少したものの、上記のとおりほぼ期首の業績予想どおり

に推移しております。

　
　

当第２四半期連結累計期間
の実績

当第２四半期連結累計期間
の業績予想

当第２四半期
連結累計期間
の業績予想の
進捗率

　

　 売上高 1,841百万円 2,000百万円 92.1％

　 営業利益 744百万円 825百万円 90.2％

　 経常利益 776百万円 800百万円 97.1％

　 四半期純利益 441百万円 435百万円 101.4％

　

当第２四半期連結会計期間の営業企画といたしましては、平成21年６月に新設したセミナールームに

おきまして、業種別セミナーを当第２四半期連結会計期間においても引続き順次開催いたしました。同セ

ミナーはコンサルタント会社である株式会社船井総合研究所とタイアップし、特に再編機運の高い業界

にフォーカスしたものであります。　
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また、７月には、「経営者のためのＭ＆Ａセミナー」と題して、大規模セミナーを東京・名古屋・大阪

の３大都市において実施しました。このセミナーには、累計で500名を超える経営者等の方々にご参加い

ただきました。

これらをはじめとする営業活動の結果、当第２四半期連結累計期間の案件受託状況は好調に推移して

おり、当該受託案件の第３四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間における成約が期待される

ところです。当社グループがターゲットとしている後継者問題解決のための中小企業のＭ＆Ａマーケッ

トは、少子高齢化等を背景に今後も安定的に拡大を続けるものと当社では分析しております。 

　今後とも、定期的な大規模セミナーによる全国の経営者の方々への訴求活動とスモールミーティングに

よる個別ニーズへの専門的対応とのバランスをとりながら積極的な営業展開を継続いたします。

　

(2) 財政状態の分析

(資産の部)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.9％増加し、4,251百万円となりました。これは、現金及び預金

が1,022百万円増加し、売掛金が113百万円、有価証券が701百万円減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて5.1％減少し、1,368百万円となりました。これは、投資有価証券

が168百万円増加し、長期預金が300百万円減少したことなどによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.3％増加し、5,619百万円となりました。

　

(負債の部)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて22.6％減少し、608百万円となりました。これは、未払費用が81

百万円、未払法人税等が80百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.4％増加し、279百万円となりました。これは、役員退職慰労引

当金が11百万円増加したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて15.8％減少し、888百万円となりました。

　

(純資産の部)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて6.5％増加し、4,731百万円となりました。これは、主として利

益剰余金が279百万円増加したことなどによります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,084百万円とな

り、前連結会計年度末より578百万円の減少となりました。

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら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資金は前年同四半期に比べ138百万円減少し、327百万円となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益281百万円であり、支出の主な内訳は、営業債権の増

加による支出91百万円であります。
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（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資金は前年同四半期に比べ110百万円減少し766百万円となりました。

収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入300百万円であり、支出の主な内訳は、有価証券の増

加額200百万円、定期預金の預入による支出801百万円によるものであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の増減はありませんでした。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター(E05629)

四半期報告書

 7/30



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期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

該当事項はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 120,000

計 120,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 64,552 66,520
東京証券取引所
市場第一部

単元株制度を採用
しておりません。

計 64,552 66,520 ― ―

　

(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

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 262

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,096

新株予約権の行使時の払込金額(円) 12,125

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

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　　　　12,125
資本組入額　　 　6,250

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。

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。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注) １　平成18年７月５日付けで１株につき２株、平成19年４月１日付けで１株につき４株の株式分割を行っておりま

す。これにより新株予約権の目的となる株式の数が増加しております。
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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。

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

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。

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

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。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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21年７月１日～
平成21月９日30日

─ 64,552 ─ 1,062,387 ─ 841,330

(注)　平成21年10月15日の新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,968株増加し発行済株式総数残高66,520株、資

本金が12,300千円増加し資本金残高1,074,687千円、資本準備金が11,562千円増加し資本準備金残高852,892千円

となっております。
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(5) 【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

分林　保弘 東京都世田谷区 11,820 18.31

三宅　卓 兵庫県宝塚市 11,268 17.45

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－11 4,256 6.59

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11－３ 3,505 5.42

ビーエヌピー　パリバ　セキュリ
ティーズ　サービス　ロンドン　
ジャスデック　ユーケー　レジデ
ンツ　レンディング(常任代理人　
香港上海銀行東京支店)

55 MOORGATE LONDON EC2R 6PA UK
(東京都中央区日本橋３丁目11－１)

1,650 2.55

資産管理サービス信託銀行株式
会社(証券投資信託口)

東京都中央区晴海１丁目８―12　晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟

1,381 2.13

資産管理サービス信託銀行株式
会社(年金信託口)

東京都中央区晴海１丁目８―12　晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟

1,320 2.04

資産管理サービス信託銀行株式
会社(年金特金口)

東京都中央区晴海１丁目８―12　晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟

995 1.54

ノーザン　トラスト　カンパニー　
エイブイエフシー　リ　ノーザン　
トラスト　ガンジー　ノン　トリー
ティー　クライアンツ(常任代理
人　香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
5NT, UK
(東京都中央区日本橋３丁目11－１)

950 1.47

ノーザン　トラスト　カンパニー　
エイブイエフシー　リ　ノーザン　
トラスト　ガンジー　アイリッ
シュ　クライアンツ(常任代理人　
香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
5NT, UK
(東京都中央区日本橋３丁目11－１)

931 1.44

ステート　ストリート　バンク　ア
ンド　トラスト　カンパニー(常任
代理人　香港上海銀行東京支店)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
U.S.A.
(東京都中央区日本橋３丁目11－１)

626 0.96

野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 593 0.91

ゴールドマン・サックス・アン
ド・カンパニーレギュラーアカ
ウント(常任代理人　ゴールドマ
ン・サックス証券株式会社)

85 BROAD STREET NEW YORK,NY,USA
(東京都港区六本木６丁目10－１六本木ヒル
ズ森タワー)

589 0.91

計 ― 39,884 61.79

(注)　　資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)、資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口)、資産

管理サービス信託銀行株式会社(年金特金口)、野村信託銀行株式会社(投信口)の所有株数は全て、各行の信託業

務に係るものであり、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株数のうち、4,159株と日本マ

スタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株数のうち、3,414株は信託業務に係るものであります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年９月30日現在

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　64,552 64,552 ─

単元未満株式 ─ ― ─

発行済株式総数 64,552 ― ―

総株主の議決権 ― 64,552 ―

　

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30日現在

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 ― ─ ─ ─ ─

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 266,000354,000358,000373,000403,000493,000

最低(円) 215,200244,800316,000305,000336,000390,000

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表については、監査法人トーマツにより四半期レビューを受け、当第２四半期

連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４

月１日から平成21年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによ

り四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,084,709 2,062,322

売掛金 310,402 423,672

有価証券 800,437 1,501,443

前払費用 16,624 20,236

繰延税金資産 36,148 41,504

その他 2,988 4,558

流動資産合計 4,251,310 4,053,738

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※１
 44,840

※１
 25,327

その他（純額） ※１
 24,763

※１
 22,093

有形固定資産合計 69,604 47,420

無形固定資産 54,186 59,309

投資その他の資産

投資有価証券 857,271 689,042

繰延税金資産 103,259 104,968

長期預金 － 300,000

その他 284,296 241,005

投資その他の資産合計 1,244,827 1,335,017

固定資産合計 1,368,618 1,441,746

資産合計 5,619,928 5,495,485

負債の部

流動負債

買掛金 28,136 31,111

短期借入金 100,000 100,000

未払費用 58,811 140,667

未払法人税等 305,272 385,967

前受金 4,297 540

預り金 7,273 3,041

賞与引当金 27,672 25,069

役員賞与引当金 15,500 25,000

その他 61,634 75,045

流動負債合計 608,598 786,441

固定負債

退職給付引当金 8,706 8,338

役員退職慰労引当金 232,184 220,858

長期預り保証金 39,000 39,000

固定負債合計 279,891 268,197
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債合計 888,490 1,054,639

純資産の部

株主資本

資本金 1,062,387 1,062,387

資本剰余金 841,330 841,330

利益剰余金 2,819,374 2,539,520

株主資本合計 4,723,092 4,443,238

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,346 △2,392

評価・換算差額等合計 8,346 △2,392

純資産合計 4,731,438 4,440,846

負債純資産合計 5,619,928 5,495,485
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(2)【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20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 2,251,932 1,841,559

売上原価 756,064 647,534

売上総利益 1,495,867 1,194,024

販売費及び一般管理費 ※１
 442,733

※１
 449,801

営業利益 1,053,134 744,223

営業外収益

受取利息 6,387 6,666

受取配当金 385 108

持分法による投資利益 － 35,374

その他 420 360

営業外収益合計 7,192 42,510

営業外費用

支払利息 1,622 652

投資事業組合運用損 3,136 9,421

持分法による投資損失 39,688 －

有価証券運用損 434 －

その他 37 －

営業外費用合計 44,919 10,074

経常利益 1,015,408 776,659

特別利益

投資有価証券売却益 1,871 －

保険解約返戻金 10,856 －

特別利益合計 12,728 －

特別損失

固定資産除却損 4,797 11,923

原状回復費 3,714 20,974

特別損失合計 8,511 32,898

税金等調整前四半期純利益 1,019,625 743,761

法人税、住民税及び事業税 452,156 302,803

法人税等調整額 △5,599 △277

法人税等合計 446,556 302,525

四半期純利益 573,068 441,235
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 1,261,521 845,726

売上原価 441,324 310,843

売上総利益 820,197 534,883

販売費及び一般管理費 ※１
 232,757

※１
 212,984

営業利益 587,440 321,898

営業外収益

受取利息 4,432 3,077

受取配当金 114 108

その他 208 255

営業外収益合計 4,755 3,440

営業外費用

支払利息 807 327

投資事業組合運用損 3,136 7,106

持分法による投資損失 36,572 36,799

有価証券運用損 2,502 －

営業外費用合計 43,018 44,233

経常利益 549,177 281,105

特別利益

投資有価証券売却益 1,871 －

特別利益合計 1,871 －

特別損失

固定資産除却損 4,797 －

原状回復費 3,714 －

特別損失合計 8,511 －

税金等調整前四半期純利益 542,537 281,105

法人税、住民税及び事業税 275,814 161,303

法人税等調整額 △31,944 △24,388

法人税等合計 243,869 136,915

四半期純利益 298,668 144,190

EDINET提出書類

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター(E05629)

四半期報告書

17/30



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,019,625 743,761

減価償却費 12,085 15,691

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,179 2,603

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 △9,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 954 368

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,274 11,326

受取利息及び受取配当金 △6,772 △6,774

支払利息 1,622 652

投資有価証券売却損益（△は益） △1,871 －

固定資産除却損 4,797 11,923

保険解約損益（△は益） △10,856 －

持分法による投資損益（△は益） 39,688 △35,374

営業債権の増減額（△は増加） △182,972 113,269

有価証券の増減額(△は増加) 26,859 －

前払費用の増減額（△は増加） 15,239 3,532

営業債務の増減額（△は減少） △10,141 △2,974

未払費用の増減額（△は減少） △66,097 △81,855

前受金の増減額（△は減少） △140,040 3,757

預り金の増減額（△は減少） △2,634 4,232

その他 △58,738 △55,708

小計 638,199 718,929

利息及び配当金の受取額 29,732 12,164

利息の支払額 △1,622 △573

法人税等の支払額 △435,844 △374,599

営業活動によるキャッシュ・フロー 230,464 355,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △400,000 －

有価証券の増減額（△は増加） － △99,000

有形固定資産の取得による支出 △21,373 △42,123

無形固定資産の取得による支出 △10,864 △2,552

投資有価証券の取得による支出 △340,100 △130,697

投資有価証券の売却による収入 55,968 －

定期預金の預入による支出 △500,000 △1,101,436

定期預金の払戻による収入 － 600,772

保険積立金の解約による収入 13,766 －

その他 △22 1,712

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,202,626 △773,324
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △187,752 △161,380

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,752 △161,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,159,914 △578,782

現金及び現金同等物の期首残高 4,225,487 2,662,993

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,065,573

※
 2,084,211
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【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】

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

持分法の適用に関する事項の変更

当社の持分法適用非連結子会社であった日本Ｍ＆Ａセンター投資事業組合１号ファンドは、平成21

年７月31日付けで解散いたしました。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第２四半期連結累計期間における、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有価証券の取得

による支出」(当第２四半期連結累計期間は△699,000千円)は、当第２四半期連結累計期間より「有価

証券の増減額(△は増加)」に含めて表示しております。

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物 10,668千円

その他 26,490千円

　

建物 10,385千円

その他 35,815千円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30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。

賞与引当金繰入額 3,238千円

役員賞与引当金繰入額 20,000千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,394千円

 

※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。

賞与引当金繰入額 4,243千円

役員賞与引当金繰入額 15,500千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,426千円

地代家賃 92,295千円

 

　

第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30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。

賞与引当金繰入額 2,284千円

役員賞与引当金繰入額 10,800千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,167千円

 

※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。

賞与引当金繰入額 3,182千円

役員賞与引当金繰入額 6,000千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,379千円

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

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 2,964,433千円

有価証券 701,139千円

計 3,665,573千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△200,000千円

公社債投資信託、コマーシャル・
ペーパー以外の有価証券

△400,000千円

現金及び現金同等物 3,065,573千円

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

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 3,084,709千円

有価証券 800,437千円

計 3,885,147千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△1,101,436千円

公社債投資信託以外の有価証券 △699,500千円

現金及び現金同等物 2,084,211千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　

至　平成21年９月30日)

１.　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 64,552

　

２.　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

　

３.　新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第２四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 普通株式 2,096 ─

合計 2,096 ─

　

４.　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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21年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 161,380 2,500平成21年３月31日 平成21年６月25日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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21年11月10日
取締役会

普通株式 利益剰余金 161,380 2,500平成21年９月30日 平成21年12月８日
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20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。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21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。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20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。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20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。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21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。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20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。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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。
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20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。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21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。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20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。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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。

　

(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21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。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 73,296.55円
　

　 　

　 68,794.86円
　

　

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 9,156.79円

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

8,612.00円
　

１株当たり四半期純利益金額 6,835.35円

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

6,627.95円
　

(注)  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 573,068 441,235

普通株式に係る四半期純利益(千円) 573,068 441,235

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) 62,584 64,552

四半期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 3,959 2,020

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

─ ─
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第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 4,772.28円

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

4,488.96円
　

１株当たり四半期純利益金額 2,233.70円

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

2,165.67円
　

(注)  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 298,668 144,190

普通株式に係る四半期純利益(千円) 298,668 144,190

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) 62,584 64,552

四半期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 3,950 2,028

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

─ ─

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

第19期(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)中間配当については、平成21年11月10日開催の

取締役会において、平成21年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を

行うことを決議いたしました。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　 161,380千円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　 　2,500円

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成21年12月８日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成２０年１１月１２日

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

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　　世　良　　敏　昭　　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　森　谷　　和　正　　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「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２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第２四半

期連結会計期間(平成２０年７月１日から平成２０年９月３０日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成２

０年４月１日から平成２０年９月３０日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、

四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期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四半期連結財務諸表に対

する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期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２０年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連

結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

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

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成２１年１１月１１日

株式会社 日本Ｍ＆Ａセンター

取締役会　御中

　

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士    世　良　　敏　昭    印

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士    森　谷　　和　正    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「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２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第２四半

期連結会計期間（平成２１年７月１日から平成２１年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成

２１年４月１日から平成２１年９月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期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四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期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２１年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連

結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

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

　
 
(注) １  上記は、四半期レビュー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(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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