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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】

　

回次
第19期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第20期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第19期

会計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

売上高 (千円) 995,832 717,558 3,655,284

経常利益 (千円) 495,553 219,734 1,376,575

四半期(当期)純利益 (千円) 297,045 131,748 782,881

純資産額 (千円) 4,588,069 4,901,915 4,940,587

総資産額 (千円) 5,402,919 5,577,884 5,741,541

１株当たり純資産額 (円) 71,075.56 73,690.86 74,272.21

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 4,601.65 1,980.59 11,960.06

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 4,462.69 1,976.93 11,753.03

自己資本比率 (％) 84.9 87.9 86.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 28,086 135,425 523,722

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △7,075 496,697 △1,198,324

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △161,380 △166,300 △298,898

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,522,623 2,155,316 1,689,493

従業員数 (名) 78 96 92

(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１四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１四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22年６月30日現在

従業員数(名) 96

(注) 　従業員数は就業人員であり、受入出向者７名を含めております。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 94

(注) 　従業員数は就業人員であり、受入出向者７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１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 販売高(千円)

Ｍ＆Ａコンサルティング事業 689,307

その他 28,251

合計 717,558

（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１四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生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」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　
３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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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、本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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部で景気悪化に底打ちの兆しが見られるものの、

雇用情勢が未だ回復しておらず、設備投資や個人消費の低迷が続く等、依然として先行きが不透明な状況

で推移しました。

　Ｍ＆Ａ業界全体においても日本企業が関係するＭ＆Ａ件数は平成18年をピークに減少を続け、当第１四

半期連結会計期間においても前年を下回っているとの認識が一般的であります。

　このような環境下ではありますが、当社が平成22年６月に東京・大阪・名古屋・仙台で順次開催した

「経営者のためのＭ＆Ａセミナー」には過去最高の申込者数を記録した同年２月のそれを更に上回る累

計1,100名を超える方々に参加お申込みをいただき、各会場とも真剣にＭ＆Ａを検討される経営者の方々

で埋めつくされました。当社のメインフレームである中小企業の「後継者難」や「先行き不安」を解決

するためのＭ＆Ａのニーズはますます旺盛な状況であります。

　当第１四半期連結会計期間は、売上高は717百万円（前年同四半期比27.9％減）、営業利益は204百万円

（同51.5％減）、経常利益は219百万円（同55.7％減）、当期純利益は131百万円（同55.6％減）となりま

した。これは、旺盛なニーズにより案件受託が堅調に推移している反面、リーマンショック以降の景況感

の長期的な低迷により案件成約が必ずしも容易でなくなっていることが原因であります。

　しかしながら、国内Ｍ＆Ａマーケットの中でも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、少子高齢化や中小企業をとりまく厳しい経済環境を背景に今後

も拡大を続けるものと当社では考えております。

他方、当連結会計年度より上場企業へのアプローチを強化すべく新たに発足した上場企業チャネルは

当初の予想を上回る順調な滑り出しとなっております。上場企業チャネルは、時価総額200億円程度以下

の上場企業をターゲットとし、それら上場企業の企業価値向上に貢献すべく、「選択と集中」戦略に基づ

く各種Ｍ＆Ａから株式の非上場化に至るまでの各種提案を推進しております。

　また、平成22年４月には北海道内におけるＭ＆Ａニーズによりきめ細かく対応するため、札幌営業所を

開設いたしました。加えて、同年６月にはＭ＆Ａの啓蒙活動の一環としてＭ＆Ａスペシャリスト養成講座

を開講し、会計事務所様や金融機関様を中心に多くの方々に受講いただいております。

　今後とも、定期的な大規模セミナーによる経営者の方々へのダイレクトな情報開発と併せて上記のよう

な営業企画により個別ニーズへの対応や情報ネットワークの深耕・拡充のための活動に尽力いたしま

す。
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(2) 財政状態の分析

(資産の部)

流動資産は、4,165百万円となりました。これは、現金及び預金が233百万円、売掛金が77百万円減少

し、有価証券が200百万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3.0％の

減少となりました。

　固定資産は、1,412百万円となりました。これは、投資有価証券が32百万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2.3％の減少となりました。

　これらにより、総資産は、5,577百万円となり前連結会計年度末に比べて2.9％の減少となりました。

　

(負債の部)

流動負債は、411百万円となりました。これは、未払費用が74百万円、未払法人税等が135百万円減少し

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24.4％の減少となりました。

　固定負債は、264百万円となりました。これは、役員退職慰労引当金が７百万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3.1％の増加となりました。

　これらにより、負債合計は、675百万円となり前連結会計年度末に比べて15.6％の減少となりました。

　

(純資産の部)

純資産合計は、4,901百万円となりました。これは、主として利益剰余金が、四半期純利益による増加

額131百万円及び配当金の支払による減少額166百万円により、34百万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0.8％の減少となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四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、2,155百万円とな

り、前連結会計年度末より465百万円の増加となりました。

当第１四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135百万円(前年同四半期比107百万円増)となりました。

主な内訳は、税金等調整前四半期純利益216百万円、売上債権の減少77百万円、法人税等の支払額

190百万円であります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は496百万円(前年同四半期比503百万円増)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800百万円であり、支出の主な内訳は、有価証券の増

加による支出200百万円、定期預金の預入による支出100百万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）

財務活動の結果使用した資金は166百万円(前年同四半期比４百万円減)となりました。

これは、配当金の支払額166百万円によるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四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

当第１四半期連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター(E05629)

四半期報告書

 8/27



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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８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１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30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。

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。
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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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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22年４月１日～
平成22月６日30日

─ 66,520 ─ 1,074,687 ─ 852,892

　

(6) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、みずほ信託銀行株式会社及びその共同保有者であるみずほ証券株式

会社及びみずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社から平成22年６月７日付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22年５月31日現在で以下の株式を保有している

旨の報告を受けておりますが、当社として当第１四半期会計期間末における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

(％)

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 1,535 2.31

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 213 0.32

みずほ投信投資顧問株式会社 東京都港区三田三丁目５番27号 2,153 3.24

新光投信株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番10号 4 0.01
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(7) 【議決権の状況】

当第１四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ない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22年３月31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　66,520 66,520 ─

単元未満株式 ─ ― ─

発行済株式総数 66,520 ― ―

総株主の議決権 ― 66,520 ―

　

　

② 【自己株式等】

平成22年３月31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22年
４月 ５月 ６月

最高(円) 350,000340,000325,500

最低(円) 317,000287,300270,000

(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、本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１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６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１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６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１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,856,493 3,090,422

売掛金 359,861 437,665

有価証券 901,018 700,994

前払費用 27,461 17,860

繰延税金資産 13,162 41,077

その他 7,267 7,449

流動資産合計 4,165,265 4,295,470

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※１
 37,124

※１
 39,302

その他（純額） ※１
 23,565

※１
 24,443

有形固定資産合計 60,689 63,746

無形固定資産 46,820 50,314

投資その他の資産

投資有価証券 817,893 850,000

繰延税金資産 106,736 97,712

長期預金 100,000 100,000

その他 280,478 284,296

投資その他の資産合計 1,305,108 1,332,009

固定資産合計 1,412,619 1,446,070

資産合計 5,577,884 5,741,541

負債の部

流動負債

買掛金 36,457 20,457

短期借入金 100,000 100,000

未払費用 63,164 137,798

未払法人税等 54,016 189,568

前受金 7,936 270

預り金 32,740 5,703

賞与引当金 8,062 29,966

役員賞与引当金 4,000 －

その他 104,994 60,504

流動負債合計 411,373 544,268

固定負債

退職給付引当金 10,270 9,740

役員退職慰労引当金 254,324 246,944

固定負債合計 264,595 256,685

負債合計 675,968 800,953
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,074,687 1,074,687

資本剰余金 852,892 852,892

利益剰余金 2,965,090 2,999,641

株主資本合計 4,892,670 4,927,221

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,245 13,365

評価・換算差額等合計 9,245 13,365

純資産合計 4,901,915 4,940,587

負債純資産合計 5,577,884 5,741,541
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(2)【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21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第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)

売上高 995,832 717,558

売上原価 336,691 271,170

売上総利益 659,141 446,387

販売費及び一般管理費 ※１
 236,816

※１
 241,581

営業利益 422,324 204,806

営業外収益

受取利息 3,589 2,238

持分法による投資利益 72,174 16,751

その他 105 1,168

営業外収益合計 75,869 20,158

営業外費用

支払利息 325 297

投資事業組合運用損 2,315 4,933

営業外費用合計 2,640 5,230

経常利益 495,553 219,734

特別利益

投資有価証券売却益 － 678

特別利益合計 － 678

特別損失

固定資産除却損 11,923 471

原状回復費 20,974 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,153

特別損失合計 32,898 3,625

税金等調整前四半期純利益 462,655 216,787

法人税、住民税及び事業税 141,499 62,017

法人税等調整額 24,110 23,021

法人税等合計 165,610 85,038

少数株主損益調整前四半期純利益 － 131,748

四半期純利益 297,045 131,748
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第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)

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 462,655 216,787

減価償却費 7,268 7,663

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,153

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,312 △21,903

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,500 4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,013 529

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,946 7,380

受取利息及び受取配当金 △3,589 △2,238

支払利息 325 297

投資有価証券売却損益（△は益） － △678

固定資産除却損 11,923 471

持分法による投資損益（△は益） △72,174 △16,751

営業債権の増減額（△は増加） 205,172 －

売上債権の増減額（△は増加） － 77,803

前払費用の増減額（△は増加） △1,130 △9,592

営業債務の増減額（△は減少） 5,180 －

仕入債務の増減額（△は減少） － 16,000

未払費用の増減額（△は減少） △66,296 △74,634

前受金の増減額（△は減少） 7,524 7,666

預り金の増減額（△は減少） 38,070 27,037

その他 △169,493 42,671

小計 397,583 285,664

利息及び配当金の受取額 8,531 40,296

利息の支払額 △410 △305

法人税等の支払額 △377,617 △190,228

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,086 135,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の増減額（△は増加） 101,000 △200,000

有形固定資産の取得による支出 △42,123 △1,184

無形固定資産の取得による支出 △255 △400

投資有価証券の取得による支出 △65,697 △2,550

投資有価証券の売却による収入 － 1,000

定期預金の預入による支出 △300,000 △100,271

定期預金の払戻による収入 300,000 800,000

その他 － 104

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,075 496,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △161,380 △166,300

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,380 △166,300
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第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)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,369 465,823

現金及び現金同等物の期首残高 2,662,993 1,689,493

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,522,623

※
 2,155,316
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

【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１四半期連結会計期間

(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)

会計基準に関する事項の変更 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計

基準第18号　平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であり、また当会計基準等の適用開始による

資産除去債務の変動額はありません。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　前第１四半期連結累計期間における、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「営業債権の増減額」及び「営

業債務の増減額」は、より明瞭に表示するために、当第１四半期連結累計期間より、「売上債権の増減額」及び

「仕入債務の増減額」と表示しております。

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６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あたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

【会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22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 18,384千円

その他 29,196千円

　

建物 16,206千円

その他 30,379千円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第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)

※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。

賞与引当金繰入額 1,060千円

役員賞与引当金繰入額 9,500千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,046千円

地代家賃 53,467千円

　

賞与引当金繰入額 1,059千円

役員賞与引当金繰入額 4,000千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,380千円

地代家賃 48,799千円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第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)

※　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 2,422,495千円　
有価証券 1,199,400千円　
　　　計 3,621,896千円　
預入期間が３か月を超える

定期預金
△600,772千円　

公社債投資信託以外の

有価証券
△498,500千円　

現金及び現金同等物 2,522,623千円　

※　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 2,856,493千円　
有価証券 901,018千円　
　　　計 3,757,511千円　
預入期間が３か月を超える

定期預金
△802,195千円　

預入期間が３か月を超える

譲渡性預金
△800,000千円　

現金及び現金同等物 2,155,316千円　
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第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)

１.　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
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

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１四半期

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22年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 166,300 2,500平成22年３月31日 平成22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

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６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１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６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。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

【セグメント情報】

(追加情報)

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。

　

１．報告セグメントの概要

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活動を展開しております。

そのため、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会における意思決定及び業績を評価するため

の定期的な検討の対象となっているのは、Ｍ＆Ａコンサルティング事業セグメントという単一の事業セ

グメントであります。

従って、報告セグメントについても単一のセグメントとしております。

　

２．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

当第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)

当社はＭ＆Ａコンサルティング事業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

　　該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

当社はＭ＆Ａコンサルティング事業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)

金融商品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。

　

(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６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１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　
(賃貸等不動産関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 73,690.86円
　

　 　

　 74,272.21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
　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第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)

１株当たり四半期純利益 4,601.65円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 4,462.69円
　

１株当たり四半期純利益 1,980.59円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 1,976.93円
　

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

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 297,045 131,748

普通株式に係る四半期純利益(千円) 297,045 131,748

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) 64,552 66,520

四半期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 2,010 123

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１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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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８月１２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１四半

期連結会計期間（平成２１年４月１日から平成２１年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成

２１年４月１日から平成２１年６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６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及

びキャッシュ・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８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　　遠　藤　　康　彦　　　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２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会計年度の第１四半

期連結会計期間（平成２２年４月１日から平成２２年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成

２２年４月１日から平成２２年６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２２年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及

びキャッシュ・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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