
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 エフアンドエム 上場取引所 大 
コード番号 4771 URL http://www.fmltd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 森中 一郎
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 田辺 利夫 TEL 06-6339-7177
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日 配当支払開始予定日 未定

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 1,683 △6.3 80 △61.8 77 △63.4 11 △92.9
21年3月期第2四半期 1,796 ― 212 ― 212 ― 167 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 82.83 ―
21年3月期第2四半期 1,124.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 4,699 3,506 74.3 24,307.71
21年3月期 4,906 3,565 72.3 24,718.45

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,490百万円 21年3月期  3,549百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 500.00 500.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 500.00 500.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,711 0.3 389 △18.9 379 △20.2 190 △35.1 1,329.10
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想（平成21年10月29日発表）の見直しは行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので
あり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】
「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 154,814株 21年3月期  154,814株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  11,212株 21年3月期  11,212株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 143,602株 21年3月期第2四半期 148,508株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府が景気底打ち宣言を行い、景気浮揚策を打ち出した

ことなどにより、一部に持ち直しの兆しが見られるものの、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等先行きの不透明

感は強く、依然として厳しい状況で推移しました。とりわけ当社グループがサービスを提供する対象である中小

企業や個人事業主においては、総じて景気の後退局面から抜け出せない状況となっております。 

 このような環境の下、当社グループは主要事業の営業人員を強化し会員数の増加に努めるとともに、サービス

の拡充と業務の効率化に努めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は16億83百万円（前年同期比6.3%減）となり、連結営業利益は

80百万円（同61.8%減）、連結経常利益は77百万円（同63.4%）、当第２四半期連結累計期間純利益は11百万円

（同92.9%減）となりました。 

  

（連結各セグメントの概況について） 

事業の種類別セグメント 

・ 事業区分別営業収入の状況 

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  

①アウトソーシング事業 

  生命保険営業職員を中心とする個人事業主および小規模法人に対する記帳代行に関しましては、前期から引き

続き会員数の安定的な増加に注力すると共に、生命保険に限らない一般の記帳代行会員の増加に向けて、サービ

スの拡充と新規チャネルの開拓に取り組んでまいりました。その結果、当第２四半期連結累計期間末（平成21年

９月30日）の記帳代行会員数は36,793名（前期末比3,502名増）となりました。そのうち生命保険に限らない一

般の記帳代行会員数は1,312名（同396名増）となりました。 

 一般の記帳代行においては、当期を同事業の拡大期と位置づけ、専門の営業職および処理スタッフを配置し、

引き続き効率的なサービス提供体制の構築を進めると共に、更なる販路開拓を推し進めてまいりました。 

 この結果、アウトソーシング事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は８億13百万円（前年同期比

11.0%増）、営業利益は３億１百万円（同1.1%増）となりました。 

②タックスハウス事業 

 ワンストップ・ファイナンシャルショップを目指す、税理士・公認会計士のボランタリーチェーン

「TaxHouse」の本部を運営するタックスハウス事業は、既存加盟店に対するサービスの拡充に努めることによ

り、各店舗の収益力を向上させると共に、安定的な売上確保に努めました。その結果、当第２四半期連結累計期

間末（平成21年９月30日）の「TaxHouse」加盟事務所数は470件（前期末比14件減）となり、ブランチを含めた

加盟店舗数は570店舗（同14件減）となりました。また、マルチバンク構想に向けた進捗につきましては、銀行

代理業再受託申請を進めており、本日現在全国で38件の許可加盟店舗があります。 

 この結果、タックスハウス事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は１億25百万円（前年同期比29.9%

減）、営業利益は７百万円（前年同期は10百万円の損失）となりました。 

③エフアンドエムクラブ事業 

 主に中小企業の総務部門に対する各種情報提供サービスを核とするエフアンドエムクラブ事業は、従来の総務

周辺情報提供サービスに加え、財務面での情報提供サービスの販路開拓とサービス拡充に努めました。具体的に

は、クライアント企業の財務諸表からキャッシュフロー診断を行い資金戦略をサポートする『財務サポートサー

ビス』、格付診断書の作成から改善計画、予実管理、銀行向け報告書作成までを一連のサービスとし、銀行から

の格付を改善することを目指す『格付診断サービス』があります。また、会員企業の増加に向けては、既存の会

員企業が所属する団体等とタイアップしたセミナー開催やその他サービス事業会社等との連携強化などの取り組

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

種類 金額（千円） 構成比（％） 
前年同期比増減（％） 

（参考） 

アウトソーシング収入 813,180 48.3 11.0 

タックスハウス収入 125,167 7.4 △29.9 

エフアンドエムクラブ収入 534,011 31.7 0.4 

不動産賃貸収入 37,630 2.3 △24.5 

その他サービス収入 173,540 10.3 △42.9 

合 計 1,683,531 100.0 △6.3 
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みを推し進めました。 

 同事業においては当期を顧客拡大期と位置づけ、前期よりも営業人員を拡充したものの、同事業の主要顧客で

ある中小企業を取り巻く環境の厳しさは根深く、会員の継続および新規獲得においては当初計画との乖離が発生

し、当第２四半期連結累計期間末（平成21年９月30日）のエフアンドエムクラブ会員数は3,481社（前期末比59

社減）となりました。 

 この結果、エフアンドエムクラブ事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は５億34百万円（前年同期比0.4%

増）、営業利益は57百万円（同66.6%減）となりました。 

④不動産賃貸事業 

 不動産賃貸事業は大阪本社が所有するビルの賃貸収入で、比較的安定した収益を計上しておりますが、昨今の

経済状態を反映したテナントの入れ替えや自社利用の増加などもあり、当第２四半期連結累計期間の売上高は37

百万円（前年同期比24.5%減）、０百万円の営業損失（前年同期は12百万円の利益）となりました。 

⑤その他 

 その他事業は、連結子会社エフアンドエムネット株式会社のシステム開発事業ならびにパソコン教室運営とFC

指導事業等となります。 

 パソコン教室の運営においては、個人商店などを主な対象とした、安価で手軽に高品質なホームページを作成

することができる、ホームページ作成サービスをスタートするなどして、新たな販路の開拓に努めております

が、不況の影響による個人消費の低迷は、新規受講生の確保に大きく影響することになりました。 

 その結果、その他事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は１億73百万円（前年同期比42.9%減）、

22百万円の営業損失（前年同期は１百万円の損失）になりました。 

  

①総資産および純資産の状況 

 当第２四半期連結累計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、売掛金27百万円、そ

の他流動資産25百万円、その他無形固定資産９百万円などが増加した一方、現金及び預金２億13百万円、差入保

証金が18百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比２億07百万円減少の46億99百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間末における純資産につきましては、当第２四半期純利益11百万円、配当金の支払71

百万円などにより、前連結会計年度末から59百万円減少の35億06百万円となりました。この結果、当第２四半期

連結累計期間末の自己資本比率は74.3％となり、前連結会計年度末より2.0ポイント上昇いたしました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末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、資金は21百万円の減少となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益76百万円、減

価償却費46百万円、その他流動負債の増加29百万円、賞与引当金の増加18百万円などの収入があった一方、

法人税等の支払額１億80百万円、売上債権の増加31百万円などの支出があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果、34百万円の支出となりました。これは主に貸付による支出25百万円、有形固定資産の取得

による支出17百万円、無形固定資産の取得による支出21百万円などがあった一方、貸付金の回収による収入

が12百万円、差入保証金の回収による収入18百万円などがあったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果、１億57百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払額71百万円、社債の償還によ  

る支出46百万円、長期借入金の返済による支出40百万円などがあったことによるものです。 

  

 現時点におきましては、平成21年10月29日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の

内容から変更はございませんが、足元の状況や今後の収益見込等予測できる範囲での情報を総合的に勘案した上

で、予想の修正等が見込まれる場合は、適時開示いたします。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。  

  

 法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。  

  

 該当事項はありません。 

  

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（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 1,707,091 1,920,862

受取手形及び売掛金 201,747 173,946

商品 17,448 －

商品及び製品 － 22,664

仕掛品 934 237

貯蔵品 1,397 －

原材料及び貯蔵品 － 1,689

繰延税金資産 67,736 68,308

その他 88,088 62,371

貸倒引当金 △6,665 △7,396

流動資産合計 2,077,778 2,242,684

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,018,850 1,025,351

工具、器具及び備品（純額） 73,881 83,318

土地 729,631 729,631

有形固定資産合計 1,822,363 1,838,300

無形固定資産   

のれん 14,982 15,443

その他 88,830 79,466

無形固定資産合計 103,812 94,910

投資その他の資産   

投資有価証券 15,357 14,037

繰延税金資産 26,324 28,204

滞留債権 137,439 132,554

長期預金 300,000 300,000

保険積立金 118,694 118,569

差入保証金 183,020 201,838

その他 88,392 101,560

貸倒引当金 △173,481 △165,831

投資その他の資産合計 695,747 730,933

固定資産合計 2,621,924 2,664,144

資産合計 4,699,702 4,906,829
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,994 15,329

短期借入金 80,000 80,000

1年内償還予定の社債 24,000 70,000

未払法人税等 68,369 179,819

賞与引当金 118,554 100,456

その他 227,583 197,727

流動負債合計 532,501 643,332

固定負債   

長期借入金 600,000 640,000

負ののれん 3,177 3,268

その他 57,636 54,809

固定負債合計 660,814 698,077

負債合計 1,193,316 1,341,409

純資産の部   

株主資本   

資本金 907,401 907,401

資本剰余金 2,085,810 2,085,810

利益剰余金 769,248 829,155

自己株式 △271,316 △271,316

株主資本合計 3,491,143 3,551,050

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △508 △1,431

評価・換算差額等合計 △508 △1,431

新株予約権 2,749 2,233

少数株主持分 13,002 13,567

純資産合計 3,506,386 3,565,419

負債純資産合計 4,699,702 4,906,829
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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 1,796,791 1,683,531

売上原価 588,574 560,055

売上総利益 1,208,216 1,123,475

販売費及び一般管理費 996,165 1,042,563

営業利益 212,051 80,911

営業外収益   

受取利息 6,334 6,389

受取配当金 251 101

負ののれん償却額 90 90

業務受託料 478 604

保険事務手数料 172 172

除斥配当金受入益 482 1,235

その他 3,900 775

営業外収益合計 11,711 9,368

営業外費用   

支払利息 8,999 7,830

社債利息 2,092 558

貸倒引当金繰入額 － 3,750

自己株式取得付随費用 378 －

その他 8 513

営業外費用合計 11,479 12,652

経常利益 212,283 77,627

特別利益   

ポイント債務消滅益 35,074 －

特別利益合計 35,074 －

特別損失   

固定資産除却損 600 600

減損損失 4,874 －

保険契約解約損 － 473

特別損失合計 5,474 1,073

税金等調整前四半期純利益 241,882 76,554

法人税、住民税及び事業税 73,235 63,407

法人税等調整額 2,569 1,817

法人税等合計 75,805 65,225

少数株主損失（△） △966 △565

四半期純利益 167,044 11,894

㈱エフアンドエム（4771）　平成22年３月期第２四半期決算短信

- 8 -



（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 877,710 834,266

売上原価 297,637 286,030

売上総利益 580,072 548,235

販売費及び一般管理費 488,494 515,251

営業利益 91,577 32,984

営業外収益   

受取利息 3,597 3,029

負ののれん償却額 45 45

業務受託料 243 320

保険事務手数料 86 85

除斥配当金受入益 － 1,235

その他 1,883 52

営業外収益合計 5,855 4,768

営業外費用   

支払利息 4,468 3,881

社債利息 911 235

貸倒引当金繰入額 － 3,750

自己株式取得付随費用 264 －

その他 0 0

営業外費用合計 5,644 7,867

経常利益 91,788 29,884

特別利益   

貸倒引当金戻入額 10,036 －

ポイント債務消滅益 35,074 －

特別利益合計 45,111 －

特別損失   

固定資産除却損 0 －

減損損失 4,874 －

保険契約解約損 － 473

特別損失合計 4,874 473

税金等調整前四半期純利益 132,025 29,411

法人税、住民税及び事業税 68,523 52,538

法人税等調整額 △19,556 △32,133

法人税等合計 48,967 20,405

少数株主利益 513 △446

四半期純利益 82,544 9,452
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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 241,882 76,554

減価償却費 50,373 46,579

減損損失 4,874 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,898 6,919

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,218 18,097

受取利息及び受取配当金 △6,586 △6,490

支払利息 11,092 8,388

有形及び無形固定資産除却損 0 600

売上債権の増減額（△は増加） 84,543 △31,664

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,601 4,811

仕入債務の増減額（△は減少） △2,393 △1,334

その他の流動資産の増減額（△は増加） 15,441 △1,446

その他の流動負債の増減額（△は減少） △56,530 29,549

その他の固定負債の増減額（△は減少） △5,606 2,827

その他 894 7,503

小計 339,905 160,894

利息及び配当金の受取額 4,480 6,376

利息の支払額 △10,970 △8,286

法人税等の支払額 52,492 △180,862

営業活動によるキャッシュ・フロー 385,907 △21,878

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △6,553 △17,454

無形固定資産の取得による支出 △7,931 △21,109

貸付けによる支出 － △25,000

貸付金の回収による収入 4,056 12,000

譲渡性預金の払戻による収入 500,000 －

差入保証金の差入による支出 △1,080 －

差入保証金の回収による収入 － 18,218

その他 △28 △1,073

投資活動によるキャッシュ・フロー 488,463 △34,419

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △45,000 △40,000

社債の償還による支出 △109,000 △46,000

自己株式の取得による支出 △36,255 △0

配当金の支払額 △73,250 △71,473

その他 △378 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △263,884 △157,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 610,485 △213,771

現金及び現金同等物の期首残高 594,267 1,920,862

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,204,752 1,707,091
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 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） 

  

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） 

   

 在外子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

 （単位：千円） 
アウトソーシ

ング事業 

エフアンド
エムクラブ
事業 

タックスハウ

ス事業 
不動産賃貸事

業 
その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高                 

(1）
外部顧客に対
する売上高 

  732,524   532,102  178,591  49,868  303,704  1,796,791  －  1,796,791

(2）

 

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 －  31,847  －  3,648  43,465  78,601 (78,601)  －

  計  732,524  563,589  178,591  53,516  347,170  1,875,393 (78,601)  1,796,791

 営業利益  298,733  171,380  △10,713  12,936  △1,782  470,554  △258,503  212,051

 （単位：千円） 
アウトソーシ

ング事業 

エフアンド
エムクラブ
事業 

タックスハウ

ス事業 
不動産賃貸事

業 
その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高                 

(1）
外部顧客に対
する売上高 

 813,180  534,011  125,167  37,630  173,540  1,683,531  －  1,683,531

(2）

 

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 －  2,316  9,599  3,648  56,943  72,507 (72,507)  －

  計  813,180  536,327  134,766  41,279  230,483  1,756,038 (72,507)  1,683,531

 営業利益  301,966  57,241  7,124  △113  △22,280  343,938  △263,027  80,911

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（ご参考情報）  

 個別業績の概要 

（百万円）

  

６．その他の情報

  

 前第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日）

 当第２四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日） 

 増 減 

売 上 高 1,751  1,657  △94  

営 業 利 益 210  87  △123 

経 常 利 益 210  83  △127 

四 半 期 純 利 益 164  18  △146 

１株当たり四半期純利益 1,107.10円 127.38円 △979.72円 
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