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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３四半期連結
累計期間

第19期
第３四半期連結
累計期間

第18期
第３四半期連結
会計期間

第19期
第３四半期連結
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
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    10月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 2,893,4712,622,565641,539 781,0064,009,611

経常利益 (千円) 1,169,6681,008,660154,259 232,0011,651,293

四半期(当期)純利益 (千円) 646,151 569,642 73,083 128,406 877,521

純資産額 (千円) ― ― 4,185,6304,723,1414,440,846

総資産額 (千円) ― ― 4,988,6085,392,1665,495,485

１株当たり純資産額 (円) ― ― 64,841.2271,003.3468,794.86

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 10,245.488,748.921,141.431,939.0613,833.84

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 9,707.818,553.191,097.501,926.4013,183.52

自己資本比率 (％) ― ― 83.9 87.6 80.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 170,559 218,885 ― ― 463,728

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,496,244△1,275,951 ― ― △1,605,872

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △320,350△298,898 ― ― △420,350

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 2,579,4521,307,0292,662,993

従業員数 (名) ― ― 75 88 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３四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３四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12月31日現在

従業員数(名) 88

(注) 　従業員数は就業人員であり、受入出向者５名を含めております。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(名) 86

(注) 　従業員数は就業人員であり、受入出向者５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３四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 750,637 ＋23.8

その他の事業 30,369 △13.3

合計 781,006 ＋21.7

（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３四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３四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３四半期連結会計期間の我が国経済は、一部に回復の兆しもみられるものの実体経済は依然とし

て厳しい状況が続いており、引続き景気の先行きが不透明な状況で推移しました。

　そのような経済環境下ではありますが、当社グループは、当第３四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

で堅調に案件を成約することができました。

当第３四半期連結会計期間及び当第３四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。

　

　
当第３四半期連結
会計期間の実績

当第３四半期連結
累計期間の実績

　
　

　
前年同四半期連結
累計期間の実績

前年　　　同
四半期比

通期業績予
想の進捗率

　 売上高 781百万円 2,622百万円 2,893百万円 △9.4％ 59.6％

　 営業利益 239百万円 983百万円 1,235百万円△20.4％ 53.4％

　 経常利益 232百万円 1,008百万円 1,169百万円△13.8％ 56.0％

　 四半期純利益 128百万円 569百万円 646百万円 △11.8％ 57.0％

　

当第３四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10月に経営者のためのＭ＆Ａセミ

ナーを東京・大阪・名古屋で順次開催し累計で約500名の方々にご参加いただきました。上記セミナーに

おきましては、実際に当社仲介により会社を譲渡された経営者の方にその体験談を語っていただき、ご参

加いただいた経営者の方々に、当社の仲介による友好的Ｍ＆Ａの成約プロセスを臨場感をもって体感い

ただきました。　

　上記のような経営者の方々を対象にした大規模セミナーのみならず、平成21年11月には、上場企業向け

にＭ＆Ａを活用した成長戦略セミナーや再編が続くＬＰガス業界にフォーカスにした業種別セミナーも

開催し、各種ニーズへの個別的対応にも注力いたしました。

　また、平成21年10月に上場３周年記念として「会計事務所全国総会」を開催し、全国の会員会計事務所

の先生方にご参集いただき、各種Ｍ＆Ａ事例研究と活発な情報交換、意見交換を行いました。会計事務所

や金融機関を中心に多くの方々に受講いただくＭ＆Ａスペシャリスト養成講座も引続き開催する等、当

社のコアコンピタンスたる全国的情報ネットワークを拡充するための企画も活発に実施いたしました。

　これらをはじめとする営業活動の結果、当第３四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。
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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、当社グループでは将来の

発展を期してコンサルタントの積極的増員を図っております。また、増員とともに採用したコンサルタン

トの早期戦力化や中堅社員のレベルアップを図るべく教育研修カリキュラムの体系化等を柱とする教育

研修制度の充実をすすめており、これら施策の奏功が来期以降の業績拡大に資するものと期待しており

ます。

　

(2) 財政状態の分析

(資産の部)

流動資産は、4,037百万円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて現金及び預金が745百万円

増加し、有価証券が700百万円減少したことなどによります。この結果、前連結会計年度末に比べて0.4％

の減少となりました。

固定資産は、1,354百万円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて投資有価証券が159百万円

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、前連結会計年度末に比べて6.1％

の減少となりました。

これらにより、総資産は、5,392百万円となり、前連結会計年度末に比べて1.9％の減少となりました。

　

(負債の部)

流動負債は、383百万円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて未払費用が77百万円、未払法

人税等が376百万円減少したことなどによります。この結果、前連結会計年度末に比べて51.2％の減少と

なりました。

固定負債は、285百万円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて役員退職慰労引当金が18百万

円増加したことなどによります。この結果、前連結会計年度末に比べて6.3％の増加となりました。

これらにより、負債合計は、669百万円となり前連結会計年度末に比べて36.6％の減少となりました。

　

(純資産の部)

純資産合計は、4,723百万円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて利益剰余金が246百万円

増加したことなどによります。この結果、前連結会計年度末に比べて6.4％の増加となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四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、1,307百万円とな

り、前連結会計年度末より1,355百万円の減少となりました。

当第３四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）

営業活動の結果使用した資金は前年同四半期に比べ77百万円増加し、137百万円となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益232百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支

払額368百万円であります。

　

（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資金は前年同四半期に比べ209百万円増加し、502百万円となりました。

収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入200百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預

入による支出700百万円であります。

　

（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資金は前年同四半期に比べ4百万円増加し、137百万円となりました。

収入の主な内訳は、株式の発行による収入23百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額161

百万円であります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、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。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月10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 66,520 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 66,520 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３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数(個) 16

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) 128

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。
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(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10月１日～
平成21月12日31日

1,968 66,520 12,3001,074,68711,562 852,892

(注)　新株予約権の行使による増加であります。

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、分林保弘氏から平成21年11月17日付けで関東財務局長に提出された

大量保有報告書に係る変更報告書により平成21年11月12日現在で以下の株式を所有している旨、および

三宅卓氏から平成22年1月21日付けで関東財務局長に提出された大量保有報告書に係る変更報告書によ

り平成21年12月27日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第３

四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。

なお、大量保有報告書に係る変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(％)

分林　保弘 東京都世田谷区 11,868 17.82

三宅　卓 東京都大田区 11,816 17.75

(注)　分林保弘氏および三宅卓氏の保有株券等の数には、新株予約権の保有に伴う保有潜在株式の数が各々64株含まれ

ております。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成21年９月30日の株主名簿により記載しております。

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 10月 11月 12月

最高(円) 266,000354,000358,000373,000403,000493,000433,000411,000375,000

最低(円) 215,200244,800316,000305,000336,000390,000381,000294,000322,000

(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３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期

連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４

月１日から平成21年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,807,496 2,062,322

売掛金 383,599 423,672

有価証券 800,468 1,501,443

前払費用 19,291 20,236

繰延税金資産 6,165 41,504

その他 20,625 4,558

流動資産合計 4,037,647 4,053,738

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※１
 42,071

※１
 25,327

その他（純額） ※１
 23,194

※１
 22,093

有形固定資産合計 65,266 47,420

無形固定資産 50,723 59,309

投資その他の資産

投資有価証券 848,139 689,042

繰延税金資産 106,093 104,968

長期預金 － 300,000

その他 284,296 241,005

投資その他の資産合計 1,238,529 1,335,017

固定資産合計 1,354,519 1,441,746

資産合計 5,392,166 5,495,485

負債の部

流動負債

買掛金 79,932 31,111

短期借入金 100,000 100,000

未払費用 63,620 140,667

未払法人税等 9,375 385,967

前受金 3,996 540

預り金 39,939 3,041

賞与引当金 7,533 25,069

役員賞与引当金 20,000 25,000

その他 59,570 75,045

流動負債合計 383,968 786,441

固定負債

退職給付引当金 8,491 8,338

役員退職慰労引当金 239,564 220,858

長期預り保証金 37,000 39,000

固定負債合計 285,056 268,197
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 669,025 1,054,639

純資産の部

株主資本

資本金 1,074,687 1,062,387

資本剰余金 852,892 841,330

利益剰余金 2,786,400 2,539,520

株主資本合計 4,713,980 4,443,238

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,161 △2,392

評価・換算差額等合計 9,161 △2,392

純資産合計 4,723,141 4,440,846

負債純資産合計 5,392,166 5,495,485
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(2)【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20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 2,893,471 2,622,565

売上原価 1,017,209 979,592

売上総利益 1,876,262 1,642,973

販売費及び一般管理費 ※１
 640,394

※１
 659,047

営業利益 1,235,867 983,925

営業外収益

受取利息 10,713 9,471

受取配当金 429 148

持分法による投資利益 － 27,500

その他 492 451

営業外収益合計 11,634 37,572

営業外費用

支払利息 2,447 969

投資事業組合運用損 3,136 11,868

持分法による投資損失 71,778 －

有価証券運用損 434 －

その他 37 －

営業外費用合計 77,834 12,837

経常利益 1,169,668 1,008,660

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 1,173,885 975,762

法人税、住民税及び事業税 508,015 379,448

法人税等調整額 19,717 26,672

法人税等合計 527,733 406,120

四半期純利益 646,151 569,642
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 641,539 781,006

売上原価 261,144 332,057

売上総利益 380,394 448,948

販売費及び一般管理費 ※１
 197,661

※１
 209,246

営業利益 182,733 239,702

営業外収益

受取利息 4,325 2,804

受取配当金 44 40

その他 71 90

営業外収益合計 4,441 2,936

営業外費用

支払利息 824 316

投資事業組合運用損 － 2,446

持分法による投資損失 32,090 7,874

営業外費用合計 32,915 10,637

経常利益 154,259 232,001

税金等調整前四半期純利益 154,259 232,001

法人税、住民税及び事業税 55,858 76,645

法人税等調整額 25,317 26,949

法人税等合計 81,176 103,594

四半期純利益 73,083 128,406
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31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 1,173,885 975,762

減価償却費 19,024 24,230

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,876 △17,535

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,500 △5,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,344 152

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,442 18,706

受取利息及び受取配当金 △11,142 △9,620

支払利息 2,447 969

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） 71,778 △27,500

営業債権の増減額（△は増加） 13,897 40,072

有価証券の増減額(△は増加) 26,859 －

前払費用の増減額（△は増加） 10,798 1,020

営業債務の増減額（△は減少） △19,132 48,820

未払費用の増減額（△は減少） △132,934 △77,046

前受金の増減額（△は減少） △136,170 3,456

預り金の増減額（△は減少） 30,084 36,898

その他 △126,727 △76,028

小計 907,146 949,282

利息及び配当金の受取額 31,745 13,284

利息の支払額 △2,868 △1,044

法人税等の支払額 △765,464 △742,637

営業活動によるキャッシュ・フロー 170,559 218,885

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 △600,000 －

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 △22,301 △42,361

無形固定資産の取得による支出 △10,864 △3,052

投資有価証券の取得による支出 △432,790 △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 △1,801,436

定期預金の払戻による収入 － 800,772

保険積立金の解約による収入 13,766 －

その他 △22 △177

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,496,244 △1,275,951
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 23,862 23,862

配当金の支払額 △344,212 △322,760

財務活動によるキャッシュ・フロー △320,350 △298,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,646,035 △1,355,963

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 ※
 2,579,452

※
 1,307,029
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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３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第３四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３四半期連結累計期間は△699,000千円)は、当第３四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３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 13,437千円

その他 28,297千円

　

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３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12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。

賞与引当金繰入額 755千円

役員賞与引当金繰入額 23,500千円

役員退職慰労引当金繰入額 21,562千円

 

※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 1,060千円

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 21,806千円

 

　

第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12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。

賞与引当金繰入額 755千円

役員賞与引当金繰入額 3,500千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,167千円

地代家賃 43,519千円

 

※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 1,060千円

役員賞与引当金繰入額 4,500千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,380千円

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31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 1,778,141千円

有価証券 1,601,310千円

計 3,379,452千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△200,000千円

預入期間が３か月を超える
譲渡性預金

△600,000千円

現金及び現金同等物 2,579,452千円

※  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 2,807,496千円

有価証券 800,468千円

計 3,607,965千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△1,601,436千円

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 1,307,029千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　

至　平成21年12月31日)

１.　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 66,520

　

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３四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 普通株式 128 ─

合計 128 ─

　

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

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

　

　(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

該当事項はありません。
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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３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結

会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自 平成20

年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21

年12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。

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結

会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自 平成20

年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21

年12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。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結

会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自 平成20

年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21

年12月31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３四半期連結会計期間末(平成21年12月31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３四半期連結会計期間末(平成21年12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)

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 71,003.34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３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 10,245.48円

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

9,707.81円
　

１株当たり四半期純利益金額 8,748.92円

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

8,553.19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３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 646,151 569,642

普通株式に係る四半期純利益(千円) 646,151 569,642

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) 63,067 65,110

四半期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 3,493 1,490

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３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 1,141.43円

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

1,097.50円
　

１株当たり四半期純利益金額 1,939.06円

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

1,926.40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３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 73,083 128,406

普通株式に係る四半期純利益(千円) 73,083 128,406

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) 64,028 66,221

四半期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 2,563 435

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３四半期連結会計期間末(平成21年12月31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２１年２月１０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３四半

期連結会計期間（平成２０年１０月１日から平成２０年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間

（平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１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１２月３１日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期

連結累計期間の経営成績並びに第３四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２２年２月９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３四半

期連結会計期間（平成２１年１０月１日から平成２１年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間

（平成２１年４月１日から平成２１年１２月３１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１２月３１日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期

連結累計期間の経営成績並びに第３四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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