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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年6月30日） 

(注) 平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ
たと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。 

(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 ％

27年3月期第1四半期 593 159.6 △165 ― △172 ― △35 ―
26年3月期第1四半期 228 60.2 △117 ― △124 ― △36 ―

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 △0百万円 （―％） 26年3月期第1四半期 △209百万円 （―％）

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

27年3月期第1四半期 △5.75 ―
26年3月期第1四半期 △5.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第1四半期 4,481 3,648 5.3
26年3月期 4,498 3,655 4.4
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 237百万円 26年3月期 199百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
平成27年３月期の配当は、未定といたします。 

年間配当金
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

26年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日） 
当社は、その事業特性から株式市場の影響を強く受け、また投資損失引当金繰入額・強制評価損等が業績に与える影響が大きいため、業績予想を合理
的に行うことは困難であります。したがって、業績予想は行わず、決算後可能な限り迅速な開示をすることといたします。 



(1) 当四半期連結累計期間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） ： 有 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(注) 平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が
行われたと仮定し、発行済株式数(普通株式)を算定しております。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※ 注記事項

新規 1社 （社名）
投資事業有限責任組合ブリッジベン
チャーファンド2014 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期1Q 6,153,400 株 26年3月期 6,153,400 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 1,200 株 26年3月期 1,200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 6,152,200 株 26年3月期1Q 6,139,403 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

　

当第１四半期連結累計期間における株式市場は、４月に15千円弱であった日経平均株価が、５月にかけて14千円

まで下落した後、消費増税の影響が想定より軽微に収まる見通しから経済への不安感が和らぎ、15千円を超える水

準まで上昇する流れとなりました。

新規上場市場におきましては、当第１四半期連結累計期間における新規上場社数が14社と、前年同期の８社より

増加しており、新規上場を目指す企業群にとっては期待感の強まる環境が形成されつつあります。

このような環境の中、当社においては、特定の事業会社の戦略に沿った投資を行うCVC（コーポレートベンチャー

キャピタル）ファンドとして、投資事業有限責任組合ブリッジベンチャーファンド2014を新たに設立いたしました。

多くの事業会社にとりベンチャー企業との協業による事業開発が大きな課題となっている中、法人版エンジェル税

制を始めとした政府のベンチャー支援施策を追い風に、地方・ものづくり企業とのネットワークを有する独立系ベ

ンチャーキャピタルとしての当社の立ち位置を生かし、同様の取り組みを展開してまいります。また、当第１四半

期連結累計期間においては、前年同四半期に新規上場した(株)ジェイエスエスのファンド保有残高の全てを、市場

外の相対取引により売却いたしました。同社の株価は、上場直後こそ投資株価を上回る数値を付けたものの大きく

値下がりし、初値の半額程度の水準となっておりましたが、投資株価は下回るものの市場価格を上回る水準での売

却を実現しております。なお、経費水準の抑制についても引き続き注力しており、営業損失を計上する状態にある

ものの、前連結会計年度に続き、資金拠出を伴わない費用を除いた販売費及び一般管理費などの固定的な支出は投

資事業組合からの管理報酬を中心とした安定的な収入によって賄っております。

当第１四半期連結累計期間における経営成績を見てまいりますと、(株)ジェイエスエスの売却等により、売上高

は593百万円(前年同四半期228百万円)に増加しましたが、(株)ジェイエスエスで売却益が生じなかったことで営業

投資有価証券の売却損益は振るわず、経常損失は172百万円(同124百万円)と減益となりました。一方、少数株主持

分が大きい組合においての損失発生額が大きかったことから、少数株主損失控除後の当四半期純損失は、35百万円

(同36百万円)と赤字幅が縮小しました。

　

（営業収益の内訳）

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 (自 平成26年４月１日

　至 平成25年６月30日) 　至 平成26年６月30日)

金 額 比 率 (％) 金 額 比 率 (％)

営業投資有価証券売上高 220,184 96.4 583,872 98.4

コンサルティング収入 6,717 2.9 7,154 1.2

その他 1,650 0.7 2,301 0.4

合計 228,553 100.0 593,328 100.0

　

＜営業投資有価証券売上高＞

　当第１四半期連結累計期間における営業投資有価証券売上高は、(株)ジェイエスエスの市場外売却等により、583

百万円(前年同四半期220百万円)と、前年同四半期に比べ363百万円の増収となりました。
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（営業投資関連損益の状況）

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 (自 平成26年４月１日 増減

　至 平成25年６月30日) 　至 平成26年６月30日)

営業投資有価証券売上高 220,184 583,872 363,687

営業投資有価証券売却額 (上場) 177,280 505,063 327,783

営業投資有価証券売却額 (未上場) 32,005 70,093 38,088

営業投資有価証券利息・配当金 10,899 8,715 △2,184

営業投資有価証券売上原価 215,949 573,616 357,667

営業投資有価証券売却原価 (上場) 200,697 534,490 333,793

営業投資有価証券売却原価 (未上場) 30,689 42,950 12,261

(係る投資損失引当金戻入額(△)) (△15,436) (△3,823) (11,613)

減損等 109,950 4,728 △105,221

(係る投資損失引当金戻入額(△)) (△97,133) (―) (97,133)

投資損失引当金繰入額 37,878 102,014 64,135

営業投資関連損失(△) △46,459 △96,487 △50,028

（注）当第１四半期連結累計期間末における営業投資有価証券に対する投資損失引当金の割合は、23.7％(前連結会計

年度末18.3％)となりました。

＜コンサルティング収入＞

当第１四半期連結累計期間におけるコンサルティング収入による売上高は、７百万円(前年同四半期６百万円)と

なりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

　

[資産、負債及び純資産の状況]

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、4,481百万円(前連結会計年度末4,498百万円)となりました。その内

訳は流動資産4,437百万円(同4,457百万円)、固定資産43百万円(同40百万円)です。

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、832百万円(同843百万円)となりました。

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純損失35百万円を計上したこと、少数株主持分が45百万円

減少したこと、その他有価証券評価差額金が73百万円増加したこと等に伴い、3,648百万円(同3,655百万円)となり

ました。なお、純資産には投資事業組合の組合員の持分である少数株主持分等が含まれるため、これらを控除して

算出した自己資本は237百万円(同199百万円)、自己資本比率は5.3％(同4.4％)に増加しました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

当社は、業績予想を行っておりません。詳細は、サマリー情報「３．平成27年３月期の連結業績予想」のとおり

であります。
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２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

平成26年６月１日に投資事業有限責任組合ブリッジベンチャーファンド2014を設立したため、第１四半期連結会

計期間より特定子会社として連結の範囲に追加しております。

平成26年６月27日に当社の連結子会社であったフューチャー六号投資事業有限責任組合が全財産の分配を完了し

たため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

　この結果、平成26年６月30日現在では、当社グループは、当社、子会社20社により構成されることとなりました。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 該当事項はありません。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

当社には、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないながら、前連結会計年度まで通算して８期連

続の営業損失を計上し、当第１四半期連結累計期間においても営業損失を計上しており、当社が将来にわたって

事業活動を継続する前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。しかしながら、当社が計上いたし

ました損失の主な要因は、当社が管理・運営する投資事業組合において発生している営業投資有価証券売却損失

及び投資損失引当金繰入等であり、これらの損失及び費用は、投資事業組合において発生しているため、資金流

出を伴わないことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないものと考えております。ただし、

投資事業組合において発生しているこれらの損失及び費用は、自己資本の毀損を通じて当社の信用力や上場維持、

今後の事業展開等に悪影響を及ぼす可能性があります。そこで当社では、当社の本業であるベンチャー投資事業

を補強し、かつ市場環境の変化に過度に左右されない収益構造の実現に寄与する新規事業の拡大を進めておりま

す。これにより収益力を強化することと合わせて、引き続き経費水準を抑制することで、営業損益の黒字化を図

ります。
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,508,882 1,952,003

営業投資有価証券 3,579,783 3,173,298

投資損失引当金 △654,953 △753,144

その他 25,459 67,759

貸倒引当金 △1,212 △2,253

流動資産合計 4,457,959 4,437,664

固定資産

有形固定資産 5,606 5,788

無形固定資産 5,195 7,243

投資その他の資産

投資その他の資産 36,170 35,601

貸倒引当金 △6,367 △5,242

投資その他の資産合計 29,803 30,359

固定資産合計 40,605 43,390

資産合計 4,498,564 4,481,055

負債の部

流動負債

1年内返済予定の長期借入金 85,380 85,380

預り金 5,826 12,417

繰延税金負債 401 396

未払法人税等 12,066 3,847

賞与引当金 5,814 5,867

その他 10,167 20,440

流動負債合計 119,656 128,349

固定負債

長期借入金 696,775 675,430

退職給付に係る負債 26,831 29,111

固定負債合計 723,606 704,541

負債合計 843,262 832,890

純資産の部

株主資本

資本金 2,051,991 2,051,991

資本剰余金 766,441 766,441

利益剰余金 △2,544,591 △2,579,987

自己株式 △2,172 △2,172

株主資本合計 271,669 236,273

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △72,564 809

その他の包括利益累計額合計 △72,564 809

新株予約権 13,735 13,735

少数株主持分 3,442,462 3,397,346

純資産合計 3,655,302 3,648,164

負債純資産合計 4,498,564 4,481,055

決算短信 （宝印刷）  2014年08月06日 17時22分 7ページ （Tess 1.40 20131220_01）



フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(8462) 平成27年３月期 第１四半期決算短信

6

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高

営業投資有価証券売上高 220,184 583,872

コンサルティング収入 6,717 7,154

その他の売上高 1,650 2,301

売上高合計 228,553 593,328

売上原価

営業投資有価証券売上原価 341,336 582,168

投資損失引当金繰入額又は戻入額（△） △74,691 98,190

その他の原価 46,222 49,610

売上原価合計 312,866 729,970

売上総損失（△） △84,312 △136,642

販売費及び一般管理費 33,425 29,053

営業損失（△） △117,738 △165,696

営業外収益

受取利息及び配当金 309 205

その他 452 309

営業外収益合計 761 514

営業外費用

支払利息 7,471 6,522

その他 118 323

営業外費用合計 7,589 6,846

経常損失（△） △124,566 △172,028

特別利益 - -

特別損失

固定資産除却損 258 -

事務所移転費用 - 357

特別損失合計 258 357

税金等調整前四半期純損失（△） △124,825 △172,385

法人税、住民税及び事業税 4,805 3,762

法人税等合計 4,805 3,762

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △129,630 △176,147

少数株主損失（△） △93,267 △140,751

四半期純損失（△） △36,362 △35,395
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四半期連結包括利益計算書

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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △129,630 △176,147

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △79,417 175,849

その他の包括利益合計 △79,417 175,849

四半期包括利益 △209,048 △298

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △70,427 37,978

少数株主に係る四半期包括利益 △138,620 △38,276
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（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）セグメント情報等

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

５．補足情報

（１）投資の状況

当第１四半期連結累計期間における当社の投資実行の状況は、１社、３百万円（前年同四半期３社、38百万円）

となりました。また、当第１四半期連結会計期間末における投資残高は77社、3,173百万円(前連結会計年度末82

社、3,579百万円)となりました。

①証券種類別投資実行額

証券種類

投資実行額

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 (自 平成26年４月１日

　至 平成25年６月30日) 　至 平成26年６月30日)

金額(千円) 投資企業数(社) 金額(千円) 投資企業数(社)

株 式 7,004 3 570 1

社債等 31,008 3 2,430 1

合 計 38,012 3 3,000 1

(注) １．投資企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。

２．金額及び投資企業数は、連結子会社間の取引を含めております。

②証券種類別投資残高

証券種類

投資残高

前連結会計年度末 当第１四半期連結会計期間末

　(平成26年３月31日) 　(平成26年６月30日)

金額(千円) 投資企業数(社) 金額(千円) 投資企業数(社)

株 式 3,066,456 71 2,660,541 66

社債等 513,327 25 512,757 25

合 計 3,579,783 82 3,173,298 77

(注) 投資企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。

（２）投資先企業の上場状況

　当第１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日）

　当第１四半期連結累計期間において、上場した投資先企業はありません。
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（３）投資事業組合の状況

　当第１四半期連結会計期間末の当社が管理・運営する投資事業組合は20組合、23,437百万円(前連結会計年度末

20組合、23,267百万円)となりました。

前連結会計年度末
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成26年６月30日)

投資事業組合出資金総額 (百万円) 23,267 23,437

投資事業組合数 (組合) 20 20

(注) 1．子ファンドは含めておりません。

2．「投資事業組合出資金総額」は、コミットメント総額であります。

3．以下１組合は、期間満了により解散いたしましたが、当第１四半期連結会計期間末においては清算期間中で

あるため、投資事業組合出資金総額及び投資事業組合数に含めております。

・京都イノベーション育成投資事業有限責任組合(期間満了日：平成26年５月16日)

①出資金総額が増加した投資事業組合

当第１四半期連結累計期間において出資金総額が増加した投資事業組合は、以下の１組合であります。

　（単位：百万円）

投資事業組合名 増加した出資金額 増加の理由

投資事業有限責任組合ブリッジベンチャーファンド2014 300 新規設立

合計(１組合) 300

②出資金総額が減少した投資事業組合

当第１四半期連結累計期間において出資金総額が減少した投資事業組合は、以下の１組合であります。

　（単位：百万円）

投資事業組合名 減少した出資金額 減少の理由

フューチャー六号投資事業有限責任組合 130 全財産の分配完了

合計(１組合) 130

（４）四半期個別財務諸表

　

四半期財務諸表は法定開示におけるレビューの対象ではありません。

「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に従い作成しております。
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①四半期貸借対照表

(単位：千円)

前会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

　流動資産

　 現金及び預金 347,742 476,311

　 営業投資有価証券 886,297 734,262

　 投資損失引当金 △156,402 △160,098

　 その他 38,565 13,300

　 貸倒引当金 △186 △200

　 流動資産合計 1,116,016 1,063,575

　固定資産

　 有形固定資産 5,606 5,788

　 無形固定資産 5,195 7,243

　 投資その他の資産 27,867 28,765

　 固定資産合計 38,669 41,796

　資産合計 1,154,685 1,105,372

負債の部

　流動負債

　 １年内返済予定の長期借入金 85,380 85,380

　 未払法人税等 12,066 3,847

　 前受金 92,587 18,824

　 賞与引当金 5,814 5,867

　 その他 22,580 36,178

　 流動負債合計 218,428 150,098

　固定負債

　 長期借入金 696,775 675,430

　 退職給付引当金 26,831 29,111

　 長期未払金 16,326 16,326

　 固定負債合計 739,932 720,867

　負債合計 958,361 870,966

純資産の部

　株主資本

　 資本金 2,051,991 2,051,991

　 資本剰余金

　 資本準備金 766,441 766,441

　 資本剰余金合計 766,441 766,441

　 利益剰余金

　 その他利益剰余金

　 繰越利益剰余金 △2,561,107 △2,596,399

　 利益剰余金合計 △2,561,107 △2,596,399

　 自己株式 △2,172 △2,172

　 株主資本合計 255,153 219,861

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 △72,564 809

　 評価・換算差額等合計 △72,564 809

　新株予約権 13,735 13,735

　純資産合計 196,324 234,406

負債純資産合計 1,154,685 1,105,372
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②四半期損益計算書

　 (単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

売上高

　投資事業組合管理収入 74,365 74,313

　営業投資有価証券売上高 82,054 214,425

　コンサルティング収入 6,717 7,154

　その他の売上高 1,740 2,341

　売上高合計 164,878 298,234

売上原価

　営業投資有価証券売上原価 99,641 222,522

　投資損失引当金繰入額又は戻入額(△) △9,753 3,695

　その他の売上原価 68,481 68,970

　売上原価合計 158,369 295,188

売上総利益 6,509 3,046

販売費及び一般管理費 32,626 28,812

営業損失(△) △26,117 △25,766

営業外収益 538 405

営業外費用 7,589 6,846

経常損失(△) △33,168 △32,207

特別利益 ― ―

特別損失 258 357

税引前四半期純損失（△） △33,427 △32,564

法人税、住民税及び事業税 2,785 2,727

四半期純損失(△) △36,212 △35,291
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