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１．平成17年11月中間期の連結業績（平成17年５月21日～平成17年11月20日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益(△損失） 経常利益（△損失）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年11月中間期 7,905 △25.1 △1,360 － △1,446 －
16年11月中間期 10,553 31.4 △84 － △293 －

17年５月期 20,698 429 151

中間(当期)純利益（△純損失）
１株当たり中間

(当期)純利益（△純損失）
潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益（△純損失）

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年11月中間期 △1,282 － △70 84 － －
16年11月中間期 △575 － △31 82 － －

17年５月期 344 19 04 － －
（注）①持分法投資損益 17年11月中間期 △13百万円 16年11月中間期 △118百万円 17年５月期 △127百万円

②期中平均株式数 (連結) 17年11月中間期 18,097,595株 16年11月中間期 18,097,700株 17年５月期 18,097,657株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年11月中間期 17,448 3,800 21.8 210 02
16年11月中間期 16,949 3,669 21.6 202 74

17年５月期 18,072 4,148 23.0 229 25
（注）期末発行済株式数（連結） 17年11月中間期 18,097,595株 16年11中間期 18,097,700株 17年５月期 18,097,595株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年11月中間期 △966 △1,105 1,708 1,462
16年11月中間期 98 △249 833 2,307

17年５月期 △1,372 △2,014 3,589 1,827

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 ７社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ８社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規）
 

１社　
 

（除外）
 

１社
 

持分法（新規）
 

１社　
 

（除外）
 

－社
 

２．平成18年５月期の連結業績予想（平成17年５月21日～平成18年５月20日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 18,300 100 50

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　2円76銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。



１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び当社の関係会社（子会社８社、関連会社８社）で構成されており、業種・業務に特化し、

顧客企業の新たな成長に向けて専門的かつ総合的な支援を展開しております。

　当社グループの事業セグメント別の事業内容と当社及び関係会社の当該事業における関連は、次のとおりであります。

１． 事業セグメント別事業内容

①　外食業界

㈱日本エル・シー・エー

・　大手外食ＦＣチェーン、一般外食企業を対象として、経営戦略立案、業態改善、店舗業績改善や店舗運営

力強化のコンサルティング、優秀店舗を題材としたベンチマーク研修等を行っております。

・  外食業界のホスピタリティ向上ニーズの高まりから、一般消費者の生の声をレポートするミステリーショッ

ピングリサーチサービス（外食店舗の覆面調査サービス）を展開しております。

・  外食店舗向けの店舗管理支援システムとして、日次業績管理、店長教育（e-learning）、店長とパート・

アルバイトのコミュニケーションツール等の機能をもつソフト「ｂｉｎｏ」を開発し、同ソフトのＡＳＰ

サービスを提供しております。同ソフトはｗｅｂ版の開発により、ＰＯＳシステムとの連携機能も保有し

ております。

㈱イデア・リンク

・　ステーキ＆カレーの「ふらんす亭」や宅配寿司の「銀のさら」、オムライスの「ＯＭＵＯＭＵ」、スペシャ

リティコーヒーの「タリーズ」、甘味処の「麻布茶房」、韓国家庭料理レストラン「韓食屋」、定食店の

「まいどおおきに食堂」などの外食店舗の運営を行っております。

・  ショッピングセンター内のフードコート業態のオムライス「ＯＭＵＯＭＵ」との複合業態として、カレー

うどんの「あまから亭」、ハワイで人気の高いヨーグルトベースのアイスクリームショップ「ヤミヨーグ

ルト」、ビビンパ専門店「ビビンパ韓食家」も展開しております。

・  海鮮居酒屋「上弦」、宅配イタリアン「ナポリの窯」、トンカツ専門店「キムカツ」の展開も進めており

ます。

・　㈱ふらんす亭が展開しているステーキ＆カレーの店「ふらんす亭」においては、ショッピングセンター型

店舗の業態を確立し、当業態の西日本エリアＦＣ本部として活動しております。

・  ㈱レストラン・エクスプレスが展開する宅配寿司「銀のさら」、㈱ストロベリーコーンズが展開する「ナ

ポリの窯」においては、エリアフランチャイザー業務を受託し積極的に活動しております。

・　自社ブランドのオムライス「ＯＭＵＯＭＵ」については、ＦＣビジネスとしての業態開発・展開を推進し

ております。

②　自動車関連業界

㈱日本エル・シー・エー

・　新車・中古車ディーラー、カー用品店、ＳＳ（サービス・ステーション）、鈑金・修理工場を対象として、

業態開発支援、セールス部隊の活性化支援、店舗運営指導を通じた業態改善等のコンサルティングを行っ

ております。

・　買取保証クレジットによる新車販売「Ｆシステム」、鈑金・軽補修・カーケアのカーリフレッシュショッ

プ「ウフ」、鈑金・塗装・修理のインターネットオークション事業「ｆａｂｒｉｃａ（ファブリカ）」、

行例のできる洗車場「ＪＡＶＡ」のＦＣ加盟店募集代行事業、及びＳＶ（スーパー・バイジング）代行事

業を展開しております。

㈱リンク・プロモーション

・　新車販売の「Ｆシステム」と中古車買取事業「アップル」のＦＣジーとしての直営店舗展開を行っており

ます。

・　大型ショッピングセンター等の中で、新車販売から中古車買取、軽補修、鈑金・塗装、洗車をラインアッ

プした「車くらし館」というワンストップショッピングの業態を開発し、展開しております。
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㈱ユー・エフ・リンク

・　鈑金・軽補修・カーケア事業として、カーリフレッシュショップ「ウフ」の店舗展開、鈑金・塗装・修理

のインターネットオークション事業「ｆａｂｒｉｃａ」の埼玉エリアＦＣ本部としての活動を行っており

ます。

 ㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉｎｋ

・  行列のできる洗車場「ＪＡＶＡ」のＦＣジーとしての直営店舗展開、及び同ＦＣの加盟先への洗車機のレ

ンタル事業を展開する会社として、平成17年５月に設立いたしました。

③　医療・介護業界

㈱日本エル・シー・エー

・　大手製薬会社、病院、医療機関を対象に、業界最大規模のe患者、eドクターといったeプラットフォームを

活用したマーケティングリサーチや、プロモーションコンサルティングを行っております。

・　製薬業界（製薬協会加盟企業）においては、８割の企業が当社の顧客となって戴いており、さらにマーケ

ティング代行サービスへと業務範囲の拡大を進めております。病院業界においては、品質マネジメントの

ニーズ拡大が進む中、病院ＩＳＯコンサルティングを中心に展開しております。

㈱ケア・リンク

・　介護業界におけるＦＣビジネスの業態開発を行っており、介護施設のオリジナルブランドである「はぴね」

事業を展開しております。

・　「はぴね」では、「入居者の要介護度が下がる」という、他施設ではほとんど例を見ない回復をされ、「退

所されてご家庭へ戻られる」という事例も生み出しており、入居者およびご家族の皆様に大変感動してい

ただける質の高いサービスの提供が行えております。

・　介護事業向けコンサルティングとして、介護施設の立ち上げ・運営支援コンサルティングや施設長養成講

座等の介護人材の教育事業を行っております。

・  さらに、介護人材採用・派遣事業も展開しております。

・  なお、同社につきましては、平成17年11月８日付けで全保有株式を譲渡いたしましたので、当連結会計期

末をもって連結対象外となります。

㈱ＮＱＡ-Ｊａｐａｎ

・　日本国内において、英国ＵＫＡＳの認証を与えられるＩＳＯ審査会社「ＮＱＡ」の国内唯一のエージェン

トです。

・  医療機関に対するＩＳＯ９０００・１４０００という品質マネジメントシステムや環境マネジメントシス

テムの構築サポートを中心に展開しております。

・  ＨＡＣＣＰ、ＯＨＳＡＳ、介護分野の第三者評価機関としての事業も展開しております。

・  近年、ますます重要性が増大しているＩＳＭＳ(Information Seculty Management System＝情報セキュリ

ティ分野)関連事業にも取り組んでおります。

④　住宅・建設・不動産業界

㈱日本エル・シー・エー

・　大手ハウスメーカー、地域有力ビルダー、中堅建設会社、不動産デベロッパーを対象として、事業拡大・

収益向上のためのノウハウ開発とその提供、および経営全般に関わるコンサルティングを行っております。

⑤　その他の業界

㈱日本エル・シー・エー

・　当社が1992年に独自に開発したホワイトカラーの知的生産性向上システムである「ＤＩＰＳ」の考え方に

基づき、企業経営全般及び各種事業部門の生産性向上支援、中期経営計画策定支援、組織活性化、人事制

度構築支援等のコンサルティングを行っております。「ＤＩＰＳ」は当社の各種コンサルティング・サー

ビスの「キーテクノロジー」と呼べるものであります。
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・　当社では、発表後13年を経過することもあり、前期より、この「ＤＩＰＳ」を更にバージョンアップすべ

く、新たなノウハウ開発に取り組んでまいりました。この結果、前期末に従来「個人」の生産性向上を中

心としていた「ＤＩＰＳ」を全面リニューアルし、「学習する組織」を作りあげ、「組織」全体の活性化

と生産性向上を実現するノウハウ「ＴＨＥ－ＤＩＰＳ＝ＴＨｒｅｅ　Ｅ－ＤＩＰＳ（※１）」として完成

させることができました。

 ・ しかしながら、各種研究の結果、今後の当社の「各種コンサルティング・サービスの新たなキーテクノロ

ジーとなるノウハウ」として捉えた場合、未だ不足する要素があると判断し、更にノウハウ開発を行いま

した。

 ・ 最終的に「ＴＨＥ－ＤＩＰＳ（ＤＩＰＳとはDouble IP Systemの略であり、この時のDouble IPとは

Increasing Productivity of Intellectual Peaple（知的作業者の生産性向上）の意味）」を「人間力（※

２）」の育成ノウハウにフォーカスしたものへと昇華させ、「Ｎｅｗ－ＤＩＰＳ（新しいDouble IPとして、

Integrate Potentials of Innovative People（創造的な人々の潜在力を統合する）の意味に変更）」とし

て衣替えいたしました。

 ・ 「Ｎｅｗ－ＤＩＰＳ」につきましては、平成18年２月14、15日に「丸ビルホール＆コンファレンススクエ

ア」にて1,500名を集客して開催を予定しております「ＬＣＡコンファレンス２００６」において発表させ

て頂く予定です。

 ・ 今後はこの「Ｎｅｗ－ＤＩＰＳ」を核とした各種コンサルティング商品の受注拡大を図ってまいります。

 ・ 後述の北京の子会社「北京如水慧企業管理諮詢有限公司」、関連会社である上海の「凌空行（上海）企業

経営有限公司＝通称Ｌｉｎｋ－Ｃ」、韓国企業との合弁による関連会社「㈱エスジー・リンク」との徹底

したコラボレーションにより、「日本企業の中国、韓国進出コンサルティング」「進出済みの企業の支援

コンサルティング」等のアジア戦略も展開しております。

 ※１「ＴＨＥ－ＤＩＰＳ＝ＴＨｒｅｅ　Ｅ－ＤＩＰＳ」

    従来、「個人」の生産性向上を中心としていた「ＤＩＰＳ」に３つのＥ「Empower（権限を与える）」

「Energize（活性化する、力を与える）」「Endeavor（責任を果たすまで継続して努力する）」を意味す

る新たな機能を付加し、「学習する組織」を作りあげ、「組織」全体の活性化と生産性向上を実現するノ

ウハウ

 ※２「人間力」

    社会における自分の存在価値の証として、社会に価値を生み出し、社会を進化させることに貢献するため

の能力の総体。新時代の成長力の源泉

㈱エル・シー・エーコミュニケーションズ

・　コールセンターの運営及び顧客企業に対するセンター開設支援などを行っております。

・　米国最先端のコールセンターマネジメント＆トレーニングシステム、全米7000社以上のコールセンター・

コンタクトセンターの管理データを有するベンチマークポータル社との間でコールセンター事業に関する

業務提携を行い、継続的に米国企業ノウハウの習得および自社ノウハウの蓄積を進めております。

・  コールセンターのコストパフォーマンス改善コンサルティング（コストダウンコンサルティング）に関す

る商品開発に成功し、コールセンターのコストセンターからの脱皮の支援も行っております。

・　国内に加え、中国上海でもセンターを開設・展開しております。

・　従来は、新車販売「Ｆシステム」の直営店の運営も行っておりましたが、自動車関連事業は全て㈱リンク・

プロモーションに移管致しました。

㈱ＬＣＡ－Ｉ

・  企業家育成のための教育プログラムを提供する会社として、平成17年１月に設立いたしました。

・  平成17年12月に、当初の予定通り、大学院大学の設置認可を取得し、現在、開講に向けた準備を進めてお

ります。 

 北京如水慧企業管理諮詢有限公司

・  中国企業・日系企業向けコンサルティング、中国企業の日本進出支援、日本企業の中国進出支援を目的に

平成17年５月に子会社化した企業です。

・  中国企業54万社を会員組織化している「中国企業聯合会、中国企業家協会」との関係を構築し、このネッ

トワークと当社のコンサルティングノウハウの相乗効果により、中国企業、日系企業に幅広いコンサルティ
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ングを提供しております。

⑥　キャリアディベロップメント事業

㈱日本エル・シー・エー

・　大企業が事業の再構築の手法として人材の流動化戦略をとる場合に、対象となる人材の再就職支援を行う

ＯＰＳ（アウト・プレースメント・サービス）事業および対象人材のキャリア開発を支援する事業であり

ます。

・　当社独自のネットワークや社内コールセンターの活用による求人企業発掘システムと当社独自の研修やカ

ウンセリングによる人材の再就職に向けたモチベーションアップノウハウにより、早期の再就職実現を支

援しております。

・　また、再就職支援のＯＰＳ事業をＳＬＤＳ（セカンド・ライフ・ディベロップメント・サービス）事業へ

と発展させています。仕事とのかかわり方を見つめ直すライフキャリア診断やマネープラン設計、豊富な

データと多くの実例を基にした職業適性診断、嗜好性分析等を実施し、新たなステージで生き生きと活躍

されている方々の事例紹介などを通じて、ご利用者の皆様の再就職だけではなく、理想通りのセカンドラ

イフ実現のサポートを行っております。

・　さらに、うつ病や自殺者が急増するなか、メンタルヘルス関連市場は急速に拡大することが予測されてい

ます。当社では、インターネットを活用したメンタルヘルスのワンストップサービスを開発・提供する㈱

ライフバランスマネジメントと資本提携し、当社が人事関連業務で培ったノウハウを有効に活かし、予防・

診断・対策の総合的視野から職場や個人のメンタルヘルスに貢献するサービスを共同開発しております。
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２．当社及び当社の関係会社の事業別セグメントとの関連

 

セグメント別情報セグメント別情報（グループ会社の売上計上セグメント）（グループ会社の売上計上セグメント）

医療・介護業界

関連会社

その他の業界

自動車関連業界

（株）リンク・プロモーション (H12.12)
自動車関連事業（新車販売・中古車買取販売など）の店舗運営

外食業界

（株）LCA-J ＦＩ事業部

（株）エル・シー・エ－コミュニケーションズ (H14.09)

テレマーケティングの受託、コールセンター設立支援

（株）エスジー・リンク (H15.11)

（株）NQA-Japan （H15.07)
企業アセスメント支援サービス

（株）LCA-J ＴＣＩ事業部

※（ ）内は設立時期

エフシステム（株） (H16.04） ＊平成17年11月30日付けで持分方適用除外

（株）イデア・リンク (H11.12)
外食関連での新業態開発とそのＦＣ展開

（株）ユー・エフ・リンク (H14.10)
自動車の軽補修サービス

（株）Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋ (H17.05)
自動車洗車機のレンタル事業、ＪＡＶＡ店舗運営事業

（株）LCA-J ＭＣＩ事業部

（株）ケア･リンク (H12.07) ＊平成17年11月8日付けで子会社から異動

介護ビジネスでの有料老人ホームのFC展開

住宅・建設・不動産業界

（株）ＬＣＡ－Ｉ (H17.01) ＊平成17年12月5日付けで大学院大学設置認可

大学院大学の経営、企業家育成のための教育プログラムの提供

（株）LCA-J CDD事業部

（株）LCA-J CSD事業部
北京如水慧企業管理諮詢有限公司 (H14.08)
中国企業向けコンサルティング、中国企業の日本進出支援

凌空行（上海）企業経営有限公司 (H16.02)（株）リンク・ワン (H13.07)

（株）リンク・ポット (H16.06)
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２．経営方針
１．経営の基本方針

 

　当社グループは、「Knowledge Capital Provider」として、顧客企業に対し、顧客企業が属する業界＝基幹産業の

中で、 真の成長を継続するためのＫＦＳ（Key Factor for Success＝成功要因）を見出す「Laboratory」機能、その

成長を実際に実現するために最も重要な人的資源の開発・育成を行う「Factory」機能、成長のために不足する経営機

能の代行を行う「Outsourcer」機能を提供することにより、顧客企業の成長・発展に寄与し、「知識資本の供給者と

して無限の価値を創造する」と共に、「Knowledge Capital Promoter」として、「知識資本を使ってＬＣＡ自身が実

業を推進する」ことで更なる顧客企業の成長に寄与することを事業コンセプトとしております。

　そのための戦略として、「外食業界」「自動車関連業界」「医療・介護業界」「住宅・建設・不動産業界」「その

他の業界」の基幹産業の活性化に向けたＫＦＳを創出し、各特化業界におけるNo.１コンサルティング会社の実現、さ

らには業界の「Innovator」としての役割を担っていくことを目指します。

２．利益分配に関する基本方針

 

　当社グループは、株主価値を高めると共に、常に株主の皆様への安定配当を継続し、利益還元を行うことを重要課

題と考えております。会社収益、配当性向並びに将来の事業展開に向けた内部留保の充実等のバランスを総合的に勘

案して成果の配分を行うことを基本方針としております。

　また、内部留保につきましては、財務体質の強化に加え、各種事業への研究開発、既存事業のさらなる効率化に向

けた投資、戦略的新規事業への投資等に活用することで、将来の事業発展を通じて、積極的に利益還元策を展開して

まいります。

３．目標とする経営指標

 

　当社グループは、グループ全体としての企業価値を向上していくことを経営の目標としております。経営指標とし

ては、今後も企業価値を如何に高めていけるかを重視し、ＲＯＥ（株主資本利益率）の上昇を目指しております。

４．中長期的な経営戦略

 

　当社グループでは、「Return to Classic Management（コンサルティング会社としての原点に回帰する）」を今後

の中期的な方針として展開してまいる所存です。

　当社グループは上場後５年間、特化業界向けのコンサルティングノウハウと実業展開のノウハウのシナジー効果を

ベースに積極的な実業展開による成長戦略を打ち出してまいりました。この戦略によって、単なるコンサルティング

ファームとしてだけでは為し得ない売上成長（５年間で５倍強）を実現してきたと考えております。しかしながら、

これらの成長は、コンサルティング会社としての収益基盤が盤石であり、「企業家輩出機関」としての人材育成体制

が確立していて初めて維持できるものであり、この観点から見れば、現状では、飛躍的な実業による成長戦略が先行

しすぎた感が否めません。この点から、次の成長戦略に向け、再度、コンサルティング会社としての本来のマネジメ

ントのあり方に立ち返り、現場主義のマネジメントに徹し、品質（利益）や体質（構造）を重視したマネジメントを

強化し、顧客企業にとって価値ある存在となることを目指してまいる所存です。

 

　以上を基本方針として、具体的には、以下の施策を実行してまいります。

①  新たに開発した「Ｎｅｗ－ＤＩＰＳ」を２１世紀の経営革新手法として確立させ、コンサルティング事業の拡

充を図ると共に、自らが「Ｎｅｗ－ＤＩＰＳ」を実践し、人間力の向上にチャレンジし続ける。

②　業種特化戦略としては、外食業界と自動車関連業界に資源を集中し、この分野での成長戦略を推進する。

③　業種特化戦略と合わせ、機能特化戦略を展開する。特にコールセンターのコンサルティング、採用代行コンサ

ルティング、教育事業に注力する。
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④　㈱ＬＣＡ－Ｉとの協業により、日本で唯一の大学院大学を有する経営コンサルティング会社として、これまで

の「コンサルティング」＋「実業」に、新たな機軸となる「研究開発機能」を融合し、徹底した商品力の強化

を図る。

⑤　上場企業、一流企業としての経営管理体制の実現に向け、経営管理部門の機能強化を図る。

５．会社の対処すべき課題

 

　わが国経済の全般的な回復基調にかかわらず、引き続き当社グループは厳しい経営環境にあるものと認識しており

ます。こうした経営環境のなかで、当社グループのさらなる成長・発展を推進するために克服すべき課題は収益性向

上とキャッシュ・フローの改善であると考えております。そのためには、新たな経営基本方針として掲げた「Return 

to Classic Management（コンサルティング会社としての原点に回帰する）」の精神に則り、各種施策を講じて参りま

す。具体的には、事業再編をさらに推し進め、自動車関連事業と外食関連事業に経営資源を集中いたします。さらに

「コンサルティング」「実業」「研究機関（ラボラトリー）」という３つの機能を保有・強化することにより、唯一

無二の研究開発型企業グループを実現してまいります。株主の皆様におかれましては倍旧のご支援、ご鞭撻を賜りま

すようお願い申し上げます。

 

６．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、コーポレート・ガバナンスをグループ全体としての重要課題であると認識し、コーポレート・ガバナンス

の強化・充実を図るとともに、厳しい経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを目標としており

ます。

 

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

 

　当社は、迅速かつ透明性の高い意思決定システムを常時円滑に機能させるため、過去各種の施策に取り組んでま

いりました。具体的には、毎月１回の定例取締役会のほか、取締役から構成される「ＹＥ（Yakuin Executive）－

ＤＩＰＳ」ミーティング（注）を毎週月曜日に開催しております。

　なお、この「ＹＥ－ＤＩＰＳ」には常勤監査役も参加し、取締役の業務の執行状況を監視しております。

　また、経営情報の公開や経営方針全般にわたる報告・討議を目的として、当社の「ＰＭ（Profit Manager）」と

称する幹部社員以上の役職員で構成される「経営幹部会」が、さらに、グループ会社執行役員以上を対象とし、グ

ループ会社間の経営情報の公開や経営方針全般にわたる報告・討議を目的とする「ＬＣＡ－Ｊグループ役員会」が

設置されており、それぞれ毎月１回開催されております。

注：「Ｅ－ＤＩＰＳ」とは、当社が提唱している「ＤＩＰＳ」（知的生産性向上システム）手法のひとつで、経営

幹部（Executive）の知的生産性を向上させるノウハウに基づいたミーティングであります。

        当社の役員は、取締役９名、監査役３名から構成されております。また、当社は監査役、内部監査部門としての　

　　　内部監査室が連携し日常の意見交換を通じて、各々の監査業務に関して相互に協力できる体制を整えております。

 

②　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

　当社は社外取締役を選任しておりません。

　当社の監査役は２名が社外監査役でありますが、会社との利害関係は一切ありません。

 

 　　 ③　取締役及び監査役に支払った報酬の額等

 　　　　 ・取締役に支払った報酬　　　108,312千円

 　　　　 ・監査役に支払った報酬　　　 14,083千円
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 　　 ④　監査法人に支払った報酬の額等

 　　　　 ア）当社及び当社の子会社等が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額　　　　　　49,678千円

　　　　　イ）上記ア）の合計額のうち、公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項

　　　　　　　の業務（監査証明業務）の対価として当社及び当社の子会社等が会計監査人

　　　　　　　に支払うべき報酬等の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49,678千円　　　　　　　

　　　　　ウ）上記イ）の合計額のうち、当社が会計監査人に支払うべき会計監査人としての

　　　　　　　報酬等の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,828千円

 

 　　 ⑤　当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人

 

所属する監査法人名 公認会計士の氏名等

 

 　　　　　　　アクティブ監査法人

 

　指定社員　業務執行社員　　柴　田　　洋 

　指定社員　業務執行社員　　名　和　道　紀 

　指定社員　業務執行社員　　山　内　一　浩 

 　　　　 監査業務に関わる補助者の構成　　　公認会計士　2名　　　会計士補　2名

 

 　　　　

 

 　　 ⑥　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況

 

  経営の透明性の確保と効率性の追求のために、前期より事業部長で構成される「ＢＥ（Butyou Executive）－ＤＩ

ＰＳ」ミーティングを隔週で開催しております。ここでは、日常の業務報告や決裁事項を処理することと同時に、次

代の経営を担うメンバーが経営者としての素養・感性を磨き、意志決定手法を習得することを目的としております。

　また、当社グループのコンプライアンス機能強化のための組織として前期より、ＬＣＡ推進部を設置し、情報セキュ

リティー機能の強化、個人情報保護対策等の各種機能をより一層強化しております。

　今後もさらなる経営の透明性の確保と効率性の追求のため、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ってまい

ります。

 

７．関連当事者との関係に関する基本方針

　当社グループは、連結子会社７社と持分法適用関連会社８社によって構成されております。グループ各社の経営に

ついては、環境の変化に機敏に対応するため出来るだけ自主独立経営を尊重しながら、スピード経営と協業化による

事業展開を図り、業績向上に努力しております。
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３．経営成績
１．当中間連結会計期間の概要

(1）業績の概要

 

 当社グループは、前期に引き続き、当期を「事業再編の２年目」と捉え、収益構造の改革に取り組んでまいりました。

 

具体的には、

① 介護関連の子会社である㈱ケア・リンクにおいて、収益の柱を従来のＦＣ加盟金収入から、直営施設運営　とＦ

Ｃロイヤリティー収入、並びに介護関連企業向けコンサルティング事業に移管すべく、新規ＦＣ加盟獲得を一切

ストップすると共に、前期までの決算において多額の未収債権等が発生する原因となっていた介護施設の開発・

開設に関するコンサルティング事業についても新規は全てストップしてまいりました。

この収益構造改善の過程で、同社の今後の成長・発展の為にはより資金力のある外部パートナーと組むことが最

良の手段と判断し、平成17年11月８日に、同社の全株式を譲渡

② 自動車関連事業において、従来の主力商材がＦＣ加盟店獲得代行からスーパーバイジング代行等を中心とする事

業に変更になることに伴う体制の整備と新たな収益源として期待できる洗車場「ＪＡＶＡ」のＦＣ加盟店獲得代

行事業の確立。更に、この「ＪＡＶＡ」を中心とした正にトータル・カー・ライフ・サポートを実現する新しい

ビジネスモデルの構築

③ 当社が独自に開発し、1992年に発表したホワイトカラーの知的生産性向上システム「ＤＩＰＳ」の一からのリ

ニューアル開発

④ 更なる商品力の強化に向け、これまでの「コンサルティングノウハウ」＋「実業ノウハウ」に、新たな機軸とな

る「研究開発機能」を融合すべく、大学院大学の設立準備

等に取り組んでまいりました。

　これらの施策により、収益構造の改善と今後の成長に向けた新たなビジネスモデル開発、商品開発については確

実に進めることができました。しかしながら、当中間期においては、これらの施策実行に予想以上の工数がとられ

る結果となり、各種新規事業による収益獲得が予定よりも遅れたこと、㈱ケア・リンクの株式譲渡に伴う医療・介

護業界向けコンサルティングへの影響（消化及び受注スピードの鈍化）、加えて最大の要因となったキャリアディ

ベロップメント事業におけるＯＰＳ（アウト・プレースメント・サービス）市場の更なる縮小の影響により、計画

に対し大幅な未達という結果になりました。

　更に、㈱ケア・リンクの株式譲渡に伴い、同社に関連する債権について263百万円の引当処理（特別損失）を行わ

ざるを得ない状況となりました。加えて、前期に引き続き、財務体質の改善を進めるべく、営業債権や貸付金の評

価の見直しを行い、特別損失として、保守的に処理することといたしました。更に各子会社において、減損会計の

適用による損失計上も発生いたしました。この結果、特別損失として1,643百万円の計上を行いました。

　この結果、当期の売上高は、7,905百万円（前期比25.1％減）、営業損失は1,360百万円（前期営業損失84百万

円）、経常損失は1,446百万円（前期経常損失293百万円）、当期純損失は1,282百万円（前期当期純損失575百万円）

となりました。

　 事業別の概要は以下のとおりであります。

　外食業界に関しては、当社における、ミステリーショッピングリサーチサービス（外食店舗の覆面調査サービ

ス）、外食店舗向けの店舗管理支援システム「ｂｉｎｏ」の受注とこれらをベースとした外食店舗の業績改善コン

サルティングの受注が引き続き好調に推移しました。㈱イデア・リンクでは、各種の業態改善に取り組んできた既

存店舗において、軒並み過去最高売上、最高利益を更新する等、順調な成長を実現することができました。更に、

新業態の新規出店も積極的に進めてまいりました。なお、前期末より㈱リンク・ワンが持分法適用会社に変更になっ

たことに伴い、対前年比では売上、利益共に減少する形となっております。以上より、売上高は、3,004百万円（前

期比12.0％減）、営業利益139百万円（前期比4.0%減）となりました。
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　自動車関連業界では、当社において、これまで業績の牽引役であった新車販売「Ｆシステム」と鈑金・塗装・修

理のインターネットオークション事業「ｆａｂｒｉｃａ（ファブリカ）」が、ＦＣ加盟店獲得代行事業から、スー

パーバイジング代行等を中心とする事業に変更になることに伴い、事業構造転換期としての収益性低下を招く形と

なりました。この収益低下をカバーすべく新たに大変有望な業態として、洗車場「ＪＡＶＡ」のＦＣ加盟店募集代

行事業を推進いたしましたが、「Ｆシステム」と「ｆａｂｒｉｃａ」のスーパーバイジング体制の再構築等に時間

を要したため、「ＪＡＶＡ」事業での加盟店獲得による売上計上が予定よりも遅れる事態となりました。㈱リンク・

プロモーションにおきましては、自動車事業に集中特化し、ロードサイド型の新車販売店、中古車買取・販売店に

加え、「車くらし館（※1）」の展開を進めてまいりました。中古車買取・販売につきましては、ほぼ全店黒字化を

実現することができましたが、新車販売店と「車くらし館」につきましては、予定の収益を計上することができま

せんでした。この点から、不採算店舗の撤退を実行すると共に、当社の自動車業界担当事業部と協業し、当中間期

を「トータル・カー・ライフ・サポートを提供する新業態の開発期間」と位置づけ、様々な試行錯誤を繰り返して

まいりました。この結果、売上高は、2,336百万円（前期比11.0％増）、営業損失は497百万円（前期営業利益66百

万円）となりました。 

　医療・介護業界につきましては、当社において、引き続き、製薬業界向けの「ｅリサーチ業務」「ｅマーケティ

ング代行業務」、病院業界向けの「ＩＳＯ導入支援コンサルティング」等の受注拡大に注力してまいりました。し

かしながら、介護関連の子会社㈱ケア・リンクを株式譲渡したことに伴う影響がございました。既存顧客に本件に

ついて正しくご理解いただくことを優先させることで、受注済コンサルティング案件の消化スピード、並びに新規

受注(継続受注を含む)の受注スピードが鈍化するという影響がございました。 ㈱ケア・リンクにつきましては、抜

本的な収益構造改善に取り組んでまいりましたが、今後の同社の成長・発展に向けた最良の策として、平成17年11

月８日に全株式を譲渡いたしました。これにより、同社は当中間期末より連結対象外となります。この結果、売上

高は、1,177百万円（前期比.2.4％減）、営業損失は642百万円（前期営業損失198百万円）となりました。

　住宅・建設・不動産業界につきましては、前期の㈱エル・シー・エーリコンストラクションのＭＢＯによる新規

受注等への影響もなくなり、計画通りの業績をあげることができました。なお、㈱エル・シー・エーリコンストラ

クションは、前期下半期期首より連結対象外となったため、対前年比では売上は大幅減となっております。この結

果、売上高は、296百万円（前期比87.4％減）、営業利益24百万円（前期営業損失96百万円）となりました。

　その他の業界につきましては、当社では、前期末に開発した「ＴＨＥ－ＤＩＰＳ＝ＴＨｒｅｅ　Ｅ－ＤＩＰＳ（※

２）」の更なる開発を進めてまいりました。当初は第2四半期から市場投入する予定でしたが、各種研究の結果、今

後の当社の「各種コンサルティング・サービスの新たなキーテクノロジーとなるノウハウ」として捉えた場合、未

だ不足する要素があると判断し、第2四半期中の市場投入を取りやめ、更にノウハウ開発を行うことと致しました。

この結果、「ＴＨＥ－ＤＩＰＳ（ＤＩＰＳとはDouble IP Systemの略であり、この時のDouble IPとはIncreasing 

Productivity of Intellectual Peaple（知的作業者の生産性向上）の意味）」を「人間力（※３）」の育成ノウハ

ウにフォーカスしたものへと昇華させ、「Ｎｅｗ－ＤＩＰＳ（新しいDouble IPとして、Integrate Potentials of 

Innovative People（創造的な人々の潜在力を統合する）の意味に変更）」として衣替えいたしました。「Ｎｅｗ－

ＤＩＰＳ」につきましては、平成18年２月14、15日に「丸ビルホール＆コンファレンススクエア」にて1,500名を集

客して開催を予定しております「ＬＣＡコンファレンス２００６」において大々的に発表させて頂く予定です。「Ｎ

ｅｗ－ＤＩＰＳ」は、今後の当社の「キーテクノロジー」となるノウハウでありますので、その開発は社内でも最

重要プロジェクトであり、開発にあたっては、外部の専門家を交え、社内トップコンサルタント陣の多大な工数を

投入してまいりました。この結果として、売上面で若干の影響がございましたが、コストダウン努力等により、利

益面は計画を達成いたしました。㈱エル・シー・エーコミュニケーションズは、コールセンター向けコンサルティ

ング等が順調に推移し、確実な収益回復を実現しました。また、企業家育成のための教育プログラムを提供する会

社として、平成17年１月に設立した㈱ＬＣＡ－Ｉでは、当初の予定通り、平成17年12月に大学院大学設置の認可を

取得することができ、その役割を確実に果たすことができました。この結果、売上高は、882百万円（前期比9.8％

増）、営業利益は29百万円（前期比79.8%減）となりました。

　キャリアディベロップメント事業につきましては、ＯＰＳにおいて、大幅な計画未達が発生する状況となりまし

た。ＯＰＳについては、市場全体の縮小が続いており、当社としてもこの影響は考慮しておりましたが、前期末に

約400百万円の受注を獲得できたこともあり、当期はこの受注残の処理に加え、新規受注を見込んでおりました。し

かしながら、当期に入ってからも市場全体の冷え込みは増すばかりであり、新規受注の獲得が大変厳しい状況とな

りました。一方、業績縮小に伴い、全国に設置したＯＰＳを提供する施設（ＣＤＭルーム＝キャリア・ディベロッ

プメント・マネジメント・ルーム）について、一部の閉鎖等によるコストダウンを見込んでおりましたが、前期末

の受注等でお預かりした人材の皆様には、変わらぬサービスを提供する必要がございますため、時期を見て閉鎖を
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意志決定しても家賃等のコストはその後６ヶ月間は発生する等、思うようなコストダウン効果が得られない状況と

なりました。この結果、売上高は、209百万円（前期比68.6％減）、営業損失415百万円（前期営業損失　149百万

円）となりました。

※１「車くらし館」

大型ショッピングセンター等の中で、新車販売から中古車買取、軽補修、鈑金・塗装をラインアップしたワンストッ

プショッピング業態

※２「ＴＨＥ－ＤＩＰＳ＝ＴＨｒｅｅ　Ｅ－ＤＩＰＳ」

従来、「個人」の生産性向上を中心としていた「ＤＩＰＳ」に３つのＥ「Empower（権限を与える）」「Energize（活

性化する、力を与える）」「Endeavor（責任を果たすまで継続して努力する）」を意味する新たな機能を付加し、「学

習する組織」を作りあげ、「組織」全体の活性化と生産性向上を実現するノウハウ

※３「人間力」

社会における自分の存在価値の証として、社会に価値を生み出し、社会を進化させることに貢献するための能力の総

体。新時代の成長力の源泉。

(2)キャッシュ・フロー 

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前中間連結会計期間末と比較し、845百万

円減少し、1,462百万円となりました。

　当中間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）

　当中間連結会計期間において、営業活動による資金は966百万円の使用(前中間期は98百万円の獲得)となりまし

た。

 これは、税金等調整前純損失を1,835百万円計上し、貸倒引当金が1,093百万円増加、未払金が408百万円増加し、

関係会社株式売却益を886百万円計上しましたが、法人税等の支払が661百万円発生したこと等によるものであり

ます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、投資活動による資金は1,105百万円の使用(前年同期比856百万円増)となりました。

これは主に、貸付金を972百万円回収し、関係会社株式の売却により592百万円の収入がありましたが、貸付によ

る支出2,167百万円、固定資産の取得による支出238百万円、長期前払費用の取得による支出266百万円等によるも

のであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、財務活動による資金は1,708百万円の獲得(前期比874百万円増)となりました。

　これは主に投資活動に必要な資金の借入と少数株主からの払い込みによる収入等によるものであります。なお、

当連結会計年度において、当社は180百万円の配当を行っております。

　下半期におきましては、営業キャッシュ・フローを中心としたキャッシュ・フローの抜本的改善に取り組み、

当社の中期経営計画にあわせ、運転資金の効率的な確保を目指してまいる所存です。

２．通期の見通し

　まず、中間期の業績不振となった３つの要因については、以下の施策により、下半期は確実に業績回復を実現する

見通しです。

 ① キャリア・ディベロップメント事業につきましては、受注済み案件の処理に注力する方針とし、同事業担当の

人材の一部を各特化業界向けコンサルティング事業に投入し、コンサルティング収益の拡大を図ります。更に、

下半期からは施設撤退等によるコストダウン効果も発揮できると考えており、これらの施策により抜本的な収益

性改善を図ってまいります。

 ② 自動車関連事業に関しましては、既に、自動車関連の流通業界全体の構造的問題である「集客力の弱さ」を抜

本的に改善できる洗車場「ＪＡＶＡ」を中心とした、新しいビジネスモデルの構築が実現できております。洗車

場「ＪＡＶＡ」をポータルとし、１つの場所で、軽鈑金・補修、新車販売、中古車買取・販売、カー用品販売、
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車検に至るまで車に関するあらゆるサービスを提供（トータル・カー・ライフ・サポート）する「愛車広場　

カーリンク」というＦＣビジネスを立ち上げ、そのＦＣ展開を進めてまいります。当社の事業部ではその加盟獲

得機能を担い、㈱リンク・プロモーションがこのＦＣ本部としてスーパーバイジング機能を保有し、確実な収益

向上を目指してまいります。

 ③ 医療・介護業界向けコンサルティングにつきましても、㈱ケア・リンク譲渡の影響は既に軽微となっているこ

と、製薬企業向けeプロモーション事業（大手製薬企業の会員制サイトの構築・運用管理代行）の評価が高く、

今後も好調な推移が期待できること（現時点で代行社数は前年対比３倍を実現）、更に、新たな事業として、病

院再生事業（病院価値の改善、病院の格付け評価システムや医療機関への医師の供給パイプの確立）の開発を進

めていること等により、確実な収益獲得ができると考えております。

  以上の展開の他、平成18年２月14、15日に「丸ビルホール＆コンファレンススクエア」にて1,500名を集客して開催

を予定しております「ＬＣＡコンファレンス２００６」で発表させて頂く、「Ｎｅｗ－ＤＩＰＳ」を核とした各種コ

ンサルティング商品の受注拡大が期待できます。この「Ｎｅｗ－ＤＩＰＳ」という商品パッケージは、今後の当社グ

ループのコンサルティング・ノウハウの「キーテクノロジー」と言えるもので、今後のビジネス社会にとって最も重

要な要素と考えられる「人間力」向上に関するパッケージノウハウであります。２１世紀の経営革新手法として社会

に普及・浸透させることにより、コンサルティング事業の成長戦略を描いてまいりたいと考えております。

 外食関連では、同じく「ＬＣＡコンファレンス２００６」において、ホスピタリティーの高い店づくりを追求しつづ

けようという外食企業を育てるために、「外食クオリティーサービス大賞」の創設を発表する予定です。当社では、

ミステリーショッピングリサーチの調査データ（月間3,000件）をベースに顧客感動満足度向上ノウハウを開発できて

おりますが、「外食クオリティーサービス大賞」は、このノウハウを元に、クオリティーサービス（質の高いサービ

ス）に取り組んで成果を上げている優良外食企業を表彰するものです。そして、その取り組みを広く業界に発信する

ことにより、外食コンサルティングの需要喚起、既存商品「ｂｉｎｏ」「ミステリーショッピングリサーチ」の更な

る拡大を実現してまいる所存です。

　更に、㈱ＬＣＡ－Ｉにおける大学院大学事業の本格的稼働により、従来の「コンサルティングノウハウ」＋「実業

によるノウハウ」に「研究開発機能」が加わることで、当社の商品力開発機能の強化が実現できると考えております。

また、この展開により、企業理念である「企業家輩出機関」としてプロの経営者を創出するとともに、顧客企業に対

しても、真に価値あるノウハウを提供してまいる所存です

　以上の活動により、下半期はこれまでに進めてきた各種施策が実を結び、着実な収益改善を実現できると考えてお

ります。しかしながら、単体においては、上半期のＯＰＳ事業の未達分までをカバーすることは難しいと判断せざる

を得ない状況であります。更に、子会社群につきましても、再度、今後の事業計画を見直した結果、経常損益段階で

約1億5000万円の修正をさせて頂くことにいたしました。

　以上の結果、通期の売上高は、18,300百万円（前期比11.6%減）、経常利益は100百万円（前期比34.0％減）、当期

純利益は50百万円（前期比85.5％減）となる見通しです。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成16年11月20日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２  2,402,929   1,659,817   1,917,455  

２．受取手形及び売掛
金

  4,124,853   2,786,646   4,082,977  

３．たな卸資産   257,350   580,529   1,078,153  

４．繰延税金資産   157,245   364,555   180,878  

５．短期貸付金   －   1,166,119   1,010,300  

６．その他   796,763   911,270   806,371  

７．貸倒引当金   △456,822   △754,398   △461,181  

流動資産合計   7,282,319 43.0  6,714,541 38.5  8,614,955 47.7

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物及び構築物  1,059,435   937,607   946,241   

２．車輌運搬具  49,074   19,377   27,226   

３．工具、器具及び
備品

 180,648   146,790   159,600   

４．土地  16,283   －   －   

５．建設仮勘定  － 1,305,443  49,237 1,153,013  21,128 1,154,196  

(2）無形固定資産   596,406   159,540   152,245  

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券 ※２ 2,885,085   4,220,681   2,468,954   

２．長期貸付金  2,825,693   4,572,211   3,390,157   

３．長期前払費用  1,270,642   956,323   873,561   

４．敷金・保証金  1,587,582   －   1,379,420   

５．繰延税金資産  84,215   －   432,300   

６．その他  468,957   1,038,509   389,773   

７．貸倒引当金  △1,357,618 7,764,558  △1,366,497 9,421,228  △782,968 8,151,201  

固定資産合計   9,666,407 57.0  10,733,782 61.5  9,457,642 52.3

Ⅲ　繰延資産           

１．社債発行差金   633   －   －  

繰延資産合計   633 0.0  － －  － －

資産合計   16,949,360 100.0  17,448,323 100.0  18,072,597 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成16年11月20日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛
金

  414,748   446,326   201,231  

２．短期借入金 ※２  2,675,800   2,713,500   2,646,480  

３．１年以内返済予定
長期借入金

※２  1,533,128   2,902,606   2,287,406  

４．１年以内償還予定
社債

  20,000   －   －  

５．未払金   1,145,247   1,061,467   908,226  

６．未払費用   339,757   －   270,070  

７．未払法人税等   580,856   53,849   694,203  

８．前受金   256,647   －   226,001  

９．１年以内リース資
産減損勘定 

  －   19,757   －  

10．その他   658,585   749,934   428,058  

流動負債合計   7,624,770 45.0  7,947,441 45.5  7,661,678 42.4

Ⅱ　固定負債           

１．社債   20,000   －   －  

２．長期借入金 ※２  4,470,787   4,940,260   5,421,338  

３．退職給付引当金   88,351   62,159   82,246  

４．役員退職慰労引当
金

  243,828   258,300   244,588  

５．リース資産減損勘
定 

  －   35,208   －  

６．繰延税金負債   －   56,220   －  

７．その他   400,591   55,196   100,601  

固定負債合計   5,223,557 30.8  5,407,345 31.0  5,848,773 32.3

負債合計   12,848,327 75.8  13,354,786 76.5  13,510,452 74.7

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   431,895 2.6  292,754 1.7  413,238 2.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,866,916 11.0  1,866,916 10.7  1,866,916 10.3

Ⅱ　資本剰余金   1,171,523 6.9  1,171,523 6.7  1,171,523 6.5

Ⅲ　利益剰余金   267,997 1.6  △274,508 △1.5  1,188,588 6.6

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  363,962 2.1  1,036,496 5.9  △76,871 △0.4

Ⅴ　為替換算調整勘定   △424 0.0  1,254 0.0  △349 △0.0

Ⅵ　自己株式   △838 0.0  △900 △0.0  △900 △0.0

資本合計   3,669,136 21.6  3,800,782 21.8  4,148,907 23.0

負債、少数株主持分
及び資本合計

  16,949,360 100.0  17,448,323 100.0  18,072,597 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   10,553,430 100.0  7,905,927 100.0  20,698,685 100.0

Ⅱ　売上原価   6,696,007 63.4  5,046,146 63.8  12,748,226 61.6

売上総利益   3,857,423 36.6  2,859,780 36.2  7,950,459 38.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  3,942,326 37.4  4,220,741 53.4  7,520,507 36.3

営業利益(△損失)   △84,903 △0.8  △1,360,960 △17.2  429,951 2.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息及び受取
配当金

 24,217   35,186   90,328   

２．投資有価証券売却
益

 －   －   5,141   

３．保険解約返戻金  －   66,142   －   

４．その他  20,463 44,680 0.4 14,568 115,897 1.5 32,344 127,814 0.6

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  71,280   123,989   156,162   

２．新株発行費  2,395   5,035   5,888   

３．持分法による投資
損失

 118,130   13,402   127,027   

４．シンジケートロー
ン手数料償却 

 －   29,570   54,795   

５．その他  61,934 253,739 2.4 29,668 201,667 2.6 62,408 406,281 2.0

経常利益(△損失)   △293,962 △2.8  △1,446,730 △18.3  151,484 0.7

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益  625   －   13,554   

２．投資有価証券売却
益

 －   7,764   22,466   

３．持分変動利益  154,358   358,239   207,062   

４．関係会社株式売却
益

 1,606,532   886,348   2,475,653   

５．その他  － 1,761,516 16.7 1,670 1,254,022 15.9 － 2,718,737 13.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産処分損  224,683   8,765   288,985   

２．投資有価証券評価
損

 21,000   8,000   21,599   

３．出資金評価損  107,394   －   －   

４．債権放棄損失  －   －   250,000   

５．関係会社整理損 ※２ 449   －   449   

６．貸倒引当金繰入額  1,395,089   1,238,334   1,238,029   

７．貸倒損失  －   67,306   134,727   

８．連結調整勘定償却
額

 13,590   －   13,590   

９．減損損失  －   180,123   －   

10．過年度修正損  －   140,000   －   

11．その他  － 1,762,207 16.7 532 1,643,062 20.8 6,555 1,953,938 9.4

           

－ 16 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

税金等調整前中間
（当期）純利益
（△純損失）

  △294,653 △2.8  △1,835,771 △23.2  916,283 4.4

法人税、住民税及
び事業税

 568,703   40,924   909,118   

過年度法人税、住
民税及び事業税

 －   －   14,298   

法人税等調整額  △206,739 361,963 3.5 △456,833 △415,908 △5.3 △329,632 593,783 2.8

少数株主損失   80,694 0.8  137,741 1.7  22,169 0.1

中間（当期）純利
益（△純損失）

  △575,922 △5.5  △1,282,120 △16.2  344,668 1.7
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,171,523  1,171,523  1,171,523

Ⅱ　資本剰余金中間期末(期
末)残高

  1,171,523  1,171,523  1,171,523

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,025,025  1,188,588  1,025,025

Ⅱ　利益剰余金増加高        

１.中間（当期）純利益  － － － － 344,668 344,668

Ⅲ　利益剰余金減少高        

１．配当金  180,977  180,975  180,977  

２．連結子会社減少によ
る剰余金減少高

 128  －  128  

３．中間（当期）純損失  575,922 757,027 1,282,120 1,463,096 － 181,105

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  267,997  △274,508  1,188,588
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間
（当期）純利益（△
損失）

 △294,653 △1,835,771 916,283

減価償却費  315,141 202,388 622,329

シンジケートローン
手数料償却

 － 29,570 －

退職給付引当金の減
少額

 △659 △20,086 △6,765

役員退職慰労引当金
の増減額

 8,356 13,712 9,116

貸倒引当金の増減額  1,418,070 1,093,162 1,370,756

受取利息及び受取配
当金

 △24,217 △35,186 △90,328

投資有価証券売却益  － △7,764 △27,608

関係会社株式売却益  △1,606,532 △886,348 △2,475,653

持分変動利益  △154,358 △358,239 △207,062

保険解約返戻金  － △66,142 －

支払利息  71,280 123,989 156,162

持分法による投資損
失

 118,130 13,402 127,027

固定資産処分損益  224,058 8,765 275,431

投資有価証券評価損  － 8,000 －

出資金評価損  107,394 － －

減損損失  － 180,123 －

売上債権の増加額  △290,314 225,858 △1,356,010

たな卸資産の増減額
（△増加）

 115,382 △339,642 △863,509

仕入債務の増加額  93,859 256,363 117,926

未払金の増加額  － 408,225 －

前受金の減少額  △164,091 369,618 △95,376

その他  379,243 410,978  

小計  316,088 △205,020 △877,323
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前中間連結会計期間

（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受
取額

 9,050 40,141 18,435

利息の支払額  △82,986 △120,795 △128,871

法人税等の支払額  △164,229 △681,278 △405,597

法人税等の還付によ
る収入

 20,797 － 20,799

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 98,721 △966,954 △1,372,557

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入によ
る支出 

 － △120,000 －

有形固定資産の取得
による支出

 △106,282 △238,168 △452,359

無形固定資産の取得
による支出

 △65,771 △37,113 △80,122

投資有価証券の取得
による支出

 △116,408 △47,500 △313,763

投資有価証券の売却
による収入

 － 141,800 23,216

関係会社株式の売却
による収入

 1,684,956 151,200 1,735,156

新規連結子会社株式
取得による支出

 △19,356 － △19,356

連結除外子会社株式
の売却による収入 

 － 441,214 －

長期前払費用の取得
による支出

 △207,553 △266,446 △317,645

敷金・保証金の取得
による支出 

 － △192,735 －

貸付による支出  △1,033,090 △2,167,686 △2,024,050

貸付金の回収による
収入

 52,159 972,183 217,419

保険金解約収入  － 200,940 －

営業の譲受による支
出

 △398,026 － △398,026

その他  △40,174 56,351 －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △249,546 △1,105,959 △2,014,711
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前中間連結会計期間

（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増減
額（△減少）

 △79,160 468,078 26,680

長期借入れによる収
入

 1,500,000 1,917,000 4,694,539

長期借入金の返済に
よる支出

 △635,080 △894,878 △1,548,275

少数株主からの払込
による収入

 367,605 398,839 736,511

社債の償還による支
出

 △10,000 － △10,000

配当金の支払額  △180,977 △180,975 △180,977

その他  △128,719 －  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 833,668 1,708,063 3,589,697

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － － △63

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（△減少）

 682,843 △364,849 202,364

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,624,973 1,827,338 1,624,973

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

 2,307,817 1,462,488 1,827,338
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)　連結子会社の数　８社

連結子会社名

㈱イデア・リンク、㈱ケア・リン

ク、㈱リンク・プロモーション、

㈱エル・シー・エー・リコンスト

ラクション、㈱リンク・ワン、㈱

エル・シー・エーコミュニケー

ションズ、㈱ＮＱＡ－Ｊａｐａｎ、

㈱ユー・エフ・リンク

なお、前連結会計年度において持

分法適用関連会社であった㈱

ユー・エフ・リンクについては、

株式の追加取得により当中間連結

会計期間（上期末）より連結の範

囲に含めております。

また、前連結会計年度において連

結子会社でありました㈱シーエ

ス・リンクは清算したため、連結

の範囲から除いております。

(1)　連結子会社の数　７社

連結子会社名

㈱イデア・リンク、㈱リンク・プ

ロモーション、㈱エル・シー・

エーコミュニケーションズ、㈱Ｎ

ＱＡ－Ｊａｐａｎ、㈱ユー・エ

フ・リンク、㈱ＬＣＡ－Ｉ、㈱Ａ

ｃｔｉｖｅＬｉｎｋ

㈱ＡｃｔｉｖｅＬｉｎｋについて

は、新規設立により当中間連結会

計期間より連結の範囲に含めてお

ります。

また、前連結会計年度において連

結子会社でありました㈱ケア・リ

ンクは株式の売却により、損益の

みを連結の範囲に含めております。

(1)　連結子会社の数　７社

連結子会社名

㈱イデア・リンク、㈱ケア・リン

ク、㈱リンク・プロモーション、

㈱エル・シー・エーコミュニケー

ションズ、㈱ＮＱＡ－Ｊａｐａｎ、

㈱ユー・エフ・リンク、㈱ＬＣＡ

－Ｉ

㈱ＬＣＡ－Ｉについては、新規設

立により当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。

前連結会計年度において持分法適

用会社であった㈱ユー・エフ・リ

ンクについては、追加取得により、

当連結会計年度（上期末）より連

結の範囲に含めております。

㈱リンク・ワンについては、持分

比率の低下により当連結会計年度

（下期末）において関連会社と

なったため、損益のみを連結の範

囲に含めております。

前連結会計年度において連結子会

社でありました㈱エル・シー・

エー・リコンストラクションにつ

いては、株式の売却により当連結

会計年度（下期首）より連結の範

囲から除いております。

前連結会計年度において連結子会

社でありました㈱シーエス・リン

クは清算したため、連結の範囲か

ら除いております。

 (2)　㈱ドリーム・ワンについては、

総資産、売上高、中間連結純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等がいずれも中

間連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、連結の範囲に含ま

れておりません。また、㈱ドリー

ム・ワンは当中間連結会計期間中に

清算しております。

(2)　北京如水慧企業管理諮詢有限

公司については、総資産、売上高、

中間連結純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）

等がいずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため、連

結の範囲に含まれておりません。

(2)　北京如水慧企業管理諮詢有限

公司及び㈱ドリーム・ワンについて

は、総資産、売上高、連結純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金

（持分に見合う額）等がいずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、連結の範囲に含まれて

おりません。なお、㈱ドリーム・ワ

ンは当連結会計年度中に清算してお

ります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

２．持分法の適用に関する事項 (1)　持分法適用の関連会社数

６社

(1)　持分法適用の関連会社数

８社

(1)　持分法適用の関連会社数

７社

主要な会社名

㈱カーレックス、㈱エスジー・

リンク、凌空行（上海）企業経

営有限公司、オーナーズエー

ジェント㈱、エフシステム㈱、

㈱リンク・ポットなお、㈱リン

ク・ポットについては新規設立

により、当中間連結会計期間よ

り持分法の適用範囲に含めてお

ります。

また、前連結会計年度におい

て持分法適用関連会社であった

㈱ユー・エフ・リンクについて

は、上記「1.連結の範囲に関す

る事項」に記載した事由により、

当中間連結会計期間（上期末）

より連結子会社としております。

主要な会社名

㈱リンク・ワン、エフシステム

㈱、凌空行（上海）企業経営有

限公司、㈱エスジー・リンク、

㈱リンク・ポット、㈲ジースタ

イラス、㈱エフ・アンド・エフ

マネジメント、㈱Ｈｕｇｅ

　㈱Ｈｕｇｅは新規設立により、

当中間連結会計期間より持分法

の適用範囲に含めております。

㈱リンク・ワン、エフシステム㈱、

凌空行（上海）企業経営有限公司、

㈱エスジー・リンク、㈱リンク・

ポット、㈲ジースタイラス、㈱エ

フ・アンド・エフマネジメント

　前連結会計年度末において連結

子会社であった㈱リンク・ワンは、

上記「１．連結の範囲に関する事

項」に記載した事由により、持分

法適用会社としております。

　㈱カーレックスについては、第

三者割当増資により持分比率が低

下したため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

　前連結会計年度において持分法

適用会社であった㈱ユー・エフ・

リンクについては、上記「１．連

結の範囲に関する事項」に記載し

た事由により連結子会社となった

ため、持分法の適用範囲から除外

しております。

　㈱リンク・ポットは新規設立に

より、当連結会計年度より持分法

の適用範囲に含めております。

　㈲ジースタイラス及び㈱エフ・

アンド・エフマネジメントについ

ては、新規取得により当連結会計

年度より持分法の適用範囲に含め

ております。

　前連結会計年度において持分法

適用会社でありましたオーナーズ

エージェント㈱につきましては、

上記「１．連結の範囲に関する事

項」に記載した㈱エル・シー・

エー・リコンストラクション株式

の譲渡により、持分法適用の範囲

から除いております。

(2)　　───── (2）非連結子会社の北京如水慧企業

管理諮詢有限公司については、連

結純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても

重要性が無いため、持分法の適用

範囲から除外しております。

(2）非連結子会社の北京如水慧企業

管理諮詢有限公司及び㈱ドリー

ム・ワンについては、連結純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性が無い

ため、持分法の適用範囲から除外

しております。

　なお、㈱ドリーム・ワンは当連

結会計年度中に清算しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

(3)持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる会

社については、主に各社の中間会

計期間に係る中間財務諸表を使用

しております。

(3)　　　　 同左 (3)持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につい

ては、各社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。

３．連結子会社の中間決算日

等（事業年度等）に関する

事項

連結子会社の中間決算日が中間連結

決算日と異なる会社は次のとおりで

あります。

連結子会社の中間決算日が中間連結

決算日と異なる会社は次のとおりで

あります。

　連結子会社の決算日が連結決算日

と異なる会社は次のとおりでありま

す。

会社名  中間決算日

  (決算日） 

㈱イデア・リンク 10月31日＊1

㈱ケア・リンク  10月31日＊1

㈱リンク・プロ

モーション
 ９月30日＊1

㈱エル・シー・

エー・リコンスト

ラクション

 10月31日＊1

㈱リンク・ワン  10月31日＊1

㈱エル・シー・

エーコミュニケー

ションズ

 10月31日＊1

㈱ＮＱＡ－Ｊａｐ

ａｎ
 10月31日＊1

㈱ユー・エフ・リ

ンク
(９月30日)＊2

会社名  中間決算日

   

㈱イデア・リンク 10月31日＊

㈱リンク・プロ

モーション
 ９月30日＊

㈱ＮＱＡ－Ｊａｐ

ａｎ
 10月31日＊

㈱エル・シー・

エーコミュニケー

ションズ

 10月31日＊

㈱ユー・エフ・リ

ンク
10月31日＊

㈱ＬＣＡ－Ｉ  ９月30日＊

㈱ＡｃｔｉｖｅＬ

ｉｎｋ
10月31日＊

会社名  決算日

   

㈱イデア・リンク ４月30日＊

㈱ケア・リンク  ４月30日＊

㈱リンク・プロ

モーション
 ３月31日＊

㈱ＮＱＡ－Ｊａｐ

ａｎ
 ４月30日＊

㈱エル・シー・

エーコミュニケー

ションズ

 ４月30日＊

㈱ユー・エフ・リ

ンク
 ４月30日＊

㈱ＬＣＡ－Ｉ  ３月31日＊

*1　連結子会社の中間決算日現在の

中間財務諸表を使用しておりま

す。

　なお、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っており

ます。

*　連結子会社の中間決算日現在の

中間財務諸表を使用しておりま

す。

　なお、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っており

ます。

＊　連結子会社の決算日現在の財務

諸表を使用しております。なお、

連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

*2　連結子会社の決算日現在の財務

諸表を使用しております。

　なお、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っており

ます。

 

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

②　たな卸資産

…主として総平均法による

原価法

ただし、販売用不動産及

び未成工事支出金につい

ては、個別法による原価

法

②　たな卸資産

…主として総平均法による

原価法

②　たな卸資産

…主として総平均法による

原価法

ただし、販売用不動産に

ついては、個別法による

原価法

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）は定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物

・・・８～22年

工具、器具及び備品

・・・６～10年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

 

建物

・・・８～18年

工具、器具及び備品

・・・５～15年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

 

建物

・・・８～22年

工具、器具及び備品

・・・６～10年

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な償却年数は以下のと

おりであります。

　営業権　　　　　５年

　特許権　　　　　８年

　ソフトウェア　　５年

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

③　長期前払費用

　定額法を採用しております。

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

②　退職給付引当金

同左

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。

③　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、

内規に基づく中間連結会計期間末要

支給額相当額を計上しております。

③　役員退職慰労引当金

同左

③　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えて、内規に基づく連結会計年

度末要支給額相当額を計上して

おります。

(4）　　────── (4）重要な外貨建資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外

子会社等の資産及び負債は、中間

連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分及び資本

の部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。

(4）重要な外貨建資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分及び資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計

上しております。

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

（1）ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについては

特例処理を行っております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

（1）ヘッジ会計の方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段…金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段…同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段…同左

②　ヘッジ対象…変動金利の借

入金利息

②　ヘッジ対象…同左 ②　ヘッジ対象…同左

(3）ヘッジ方針

　市場相場変動に伴うリスク

の軽減を目的として利用する

方針であります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

－ 26 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象

に関する重要な条件が同一で

あり、かつ相場変動または

キャッシュ・フロー変動リス

クを完全に相殺するものと想

定されるため、有効性の判定

は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

(7）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

②　繰延資産の処理方法

ア．新株発行費

　支出時に全額費用として処

理しております。

②　繰延資産の処理方法

ア．新株発行費

同左

②　繰延資産の処理方法

ア．新株発行費

同左

イ．社債発行差金

　商法の規定に基づき社債償

還の期限（５年）で均等額を

償却しております。

イ．社債発行差金

同左

イ．社債発行差金

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

　当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これにより

税金等調整前中間純利益は180百万円減

少しております。 

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。 

──────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

（中間連結貸借対照表関係）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「関係

会社株式」（当中間連結会計期間末の残高は66,870千円）

は、当中間連結会計期間末において重要性が低くなりまし

たので、投資その他の資産の「投資有価証券」に含めて表

示することにいたしました。

（中間連結貸借対照表関係）

　「短期貸付金」は、前中間連結会計期間末は、流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結

会計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため

区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「短期貸付金」の金額

は250,447千円であります。

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「敷

金・保証金」（当中間連結会計期間末の残高は785,343千

円）は、100分の５以下となりましたので、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示することにいたしました。 

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「未払

費用」（当中間連結会計期間末の残高は235,387千円）及

び「前受金」（当中間連結会計期間末の残高は259,500千

円）は、当中間連結会計期間末において重要性が低くなり

ましたので、流動負債の「その他」に含めて表示すること

にいたしました。  

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

──────  ────── （外形標準課税）

　「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

連結会計年度から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日　企業会計基準委員会

　実務対応報告第12号）に従い、法人

事業税の付加価値割及び資本割につい

ては、販売費及び一般管理費に計上し

ております。

　この結果、販売費及び一般管理費が

47,423千円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が47,423

千円減少しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成16年11月20日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年５月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

520,840千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

529,764千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

509,385千円

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

定期預金 41,671千円

投資有価証券 2,382,285

計 2,423,956

定期預金 86,681千円

投資有価証券  3,469,635

計 3,556,316

定期預金 41,671千円

投資有価証券 1,660,680

計 1,702,351

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務

短期借入金 1,600,000千円

長期借入金 2,705,000

（１年以内返済予定額を含む）

計 4,305,000

短期借入金 1,819,500千円

長期借入金  1,368,300

（１年以内返済予定額を含む）

計 3,187,800

短期借入金 1,422,500千円

長期借入金 760,000

（１年以内返済予定額を含む）

計 2,182,500

３　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等から

の債務に対し、次のとおり債務保証を行っ

ております。

(1）借入金に対する債務保証

３　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等から

の債務に対し、次のとおり債務保証を行っ

ております。

(1）借入金に対する債務保証

３　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等から

の債務に対し、次のとおり債務保証を行っ

ております。

(1）借入金に対する債務保証

㈱エステートセイワ 42,875千円

㈱バスク 14,450

㈱バイタルプレスト 29,560

計 86,885

㈱エステートセイワ 28,175千円

㈱バスク  7,790

㈱バイタルプレスト  26,022

㈱リンク・ポット 10,615

㈱ＰＬＥＮＡ　ＭＯ

ＶＡＤＯ 
60,000

㈱ケア・リンク 888,000

計 1,020,602

㈱エステートセイワ 35,525千円

㈱バスク 11,120

㈱バイタルプレスト 28,000

㈱リンク・ポット 11,889

㈱エル・シー・エー

リコンストラクショ

ン

16,400

計 102,934

(2) リース債務に対する債務保証 (2) リース債務に対する債務保証 (2）リース債務に対する債務保証

㈱ドリームエクスプ

ローラ
8,620千円

オーナーズエージェ

ント㈱
54,374

計 62,995

㈱エル・シー・エー

リコンストラクショ

ン

3,351千円

㈱リンク・ポット 12,915

オーナーズエージェ

ント㈱
 13,454

㈱ドリームエクスプ

ローラ
 4,802

㈱メディアコミュニ

ケーションズ
380,974

㈱ケア・リンク 2,051,887

計 2,467,385

㈱エル・シー・エー

リコンストラクショ

ン

4,503千円

㈱リンク・ポット 14,464

オーナーズエージェ

ント㈱
15,472

㈱ドリームエクスプ

ローラ
6,577

㈱メディアコミュニ

ケーションズ
232,932

計 273,950

４　受取手形割引高 820千円

受取手形裏書譲渡高 9,910千円

　４　　　　 ───── 　４　　　　 ─────
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前中間連結会計期間末
（平成16年11月20日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年５月20日）

　５　財務制限条項

　当社は、事業資金の効率的な調達を行

うため、財務制限条項付特定融資枠契約

（シンジケート・ローン）を締結してお

り、その内容は下記のとおりであります。

　なお、財務制限条項に抵触した場合、

シンジケート団の多数貸付人からの要請

があれば、期限の利益を失い、直ちに借

入金の全額並びに利息及び精算金等を支

払う義務を負うことになっております。

　５　財務制限条項

　当社は、事業資金の効率的な調達を行

うため、財務制限条項付特定融資枠契約

（シンジケート・ローン）を締結してお

り、その内容は下記のとおりであります。

　なお、財務制限条項に抵触した場合、

シンジケート団の多数貸付人からの要請

があれば、期限の利益を失い、直ちに借

入金の全額並びに利息及び精算金等を支

払う義務を負うことになっております。

　５　財務制限条項

　当社は、事業資金の効率的な調達を行

うため、財務制限条項付特定融資枠契約

（シンジケート・ローン）を締結してお

り、その内容は下記のとおりであります。

　なお、財務制限条項に抵触した場合、

シンジケート団の多数貸付人からの要請

があれば、期限の利益を失い、直ちに借

入金の全額並びに利息及び精算金等を支

払う義務を負うことになっております。

(1)　㈱三井住友銀行を主幹事とする

平成14年11月29日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　3,000百万円

②　当中間連結会計期間末残高

2,550百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日において貸借対照表(連

結ベース)の資本の部の金額を3,400,000

千円または直近年度末における資本の部

の金額の75％以上のいずれか高い方の金

額以上に、貸借対照表（単体ベース）の

資本の部の金額を3,200,000千円または

直近年度末における資本の部の金額の

75％以上のいずれか高い方の金額以上に

維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(1)　㈱三井住友銀行を主幹事とする

平成14年11月29日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　3,000百万円

②　当中間連結会計期間末残高

1,650百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日において貸借対照表(連

結ベース)の資本の部の金額を3,400,000

千円または直近年度末における資本の部

の金額の75％以上のいずれか高い方の金

額以上に、貸借対照表（単体ベース）の

資本の部の金額を3,200,000千円または

直近年度末における資本の部の金額の

75％以上のいずれか高い方の金額以上に

維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(1)　㈱三井住友銀行を主幹事とする

平成14年11月29日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　3,000百万円

②　当連結会計期間末残高

2,100百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日において貸借対照表(連

結ベース)の資本の部の金額を3,400,000

千円または直近年度末における資本の部

の金額の75％以上のいずれか高い方の金

額以上に、貸借対照表（単体ベース）の

資本の部の金額を3,200,000千円または

直近年度末における資本の部の金額の

75％以上のいずれか高い方の金額以上に

維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(2)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年2月3日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,000百万円

②　当中間連結会計期間末残高

1,400百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成15年5月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(2)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年2月3日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,000百万円

②　当中間連結会計期間末残高

1,750百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成15年5月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(2)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年2月3日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,500百万円

②　当連結会計期間末残高

1,250百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成15年5月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。
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前中間連結会計期間末
（平成16年11月20日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年５月20日）

(3)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年9月24日付シンジケート・ロー

ン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,500百万円

②　当中間連結会計期間末残高

― 百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成16年5月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(3)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年9月24日付シンジケート・ロー

ン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,500百万円

②　当中間連結会計期間末残高

2,457百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成16年5月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(3)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年9月24日付シンジケート・ロー

ン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,500百万円

②　当連結会計期間末残高

1,250百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成16年5月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20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。

※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。

広告宣伝費 456,722千円

貸倒引当金繰入額 32,651

役員報酬 288,079

従業員給与 926,728

役員退職慰労引当金

繰入額
16,176

退職給付費用 2,444

雑給 470,261

広告宣伝費 364,613千円

貸倒引当金繰入額  5,574

役員報酬  195,425

従業員給与  968,560

役員退職慰労引当金

繰入額
 13,712

退職給付費用  4,248

雑給  585,370

広告宣伝費 611,240千円

貸倒引当金繰入額 84,673

役員報酬 457,106

従業員給与 1,895,705

雑給 1,012,577

役員退職慰労引当金

繰入額
21,626

退職給付費用 5,021

※２　子会社㈱ドリーム・ワンの清算に伴う

損失であります。

※２　　　　　───── ※２　子会社㈱ドリーム・ワンの清算に伴う

損失であります。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

　　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成16年11月20日現在）

　　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成17年11月20日現在）

　　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成17年５月20日現在）

現金及び預金勘定 2,402,929千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△95,112

現金及び現金同等物 2,307,817

現金及び預金勘定 1,659,817千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△197,329

現金及び現金同等物  1,462,488

現金及び預金勘定 1,917,455千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△90,117

現金及び現金同等物 1,827,338
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具、器具
及び備品

1,078,941 691,808 387,133

車輌運搬具 23,072 9,048 14,023

ソフトウェ
ア

79,476 33,443 46,032

合計 1,181,490 734,300 447,189

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具、器具
及び備品

846,582 615,397 64,433 166,751

車輌運搬具 8,100 1,937 － 6,162

ソフトウェ
ア

125,226 62,947 － 62,278

合計 979,909 680,282 64,433 235,193

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

工具、器具
及び備品

1,176,534 802,185 374,349

車輌運搬具 17,201 5,249 11,951

ソフトウェ
ア

95,739 50,464 45,274

合計 1,289,475 857,900 431,575

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

１年内 216,434千円

１年超 445,832千円

合計 662,266千円

１年内 179,365千円

１年超 302,048千円

合計 481,414千円

リース資産減損勘定

の残高

54,966千円

１年内 226,645千円

１年超 426,585千円

合計 653,230千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 133,343千円

減価償却費相当額 120,378千円

支払利息相当額 14,556千円

支払リース料 141,640千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

 9,467千円

減価償却費相当額 114,388千円

支払利息相当額 13,787千円

減損損失  64,433千円

支払リース料 263,424千円

減価償却費相当額 248,821千円

支払利息相当額 28,105千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定率法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

１年内 203,695千円

１年超 2,156,294千円

合計 2,359,989千円

１年内 18,048千円

１年超 0千円

合計 18,048千円

１年内 240,860千円

１年超 2,711,748千円

合計 2,952,608千円
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②　有価証券

（前中間連結会計期間）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前中間連結会計期間末（平成16年11月20日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 1,970,580 2,587,265 616,684

合計 1,970,580 2,587,265 616,684

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前中間連結会計期間末（平成16年11月20日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 230,600

非上場新株引受権 350

（当中間連結会計期間）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

当中間連結会計期間末（平成17年11月20日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 1,822,038 3,567,089 1,745,051

合計 1,822,038 3,567,089 1,745,051

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
当中間連結会計期間末（平成17年11月20日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 401,275

非上場新株引受権 110

投資事業組合出資金 19,643
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（前連結会計年度）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前連結会計年度（平成17年５月20日）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式    

合計 1,956,074 1,825,075 △130,998

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成17年５月20日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 361,600

非上場新株引受権 285

投資事業組合出資金 30,926

③　デリバティブ取引

（前中間連結会計期間）（自平成16年５月21日　至平成16年11月20日）

　金利スワップ取引を利用しておりますが、ヘッジ会計を適用しているためデリバティブ取引の契約額等、時価

及び評価損益の状況の記載を省略しております。

（当中間連結会計期間）（自平成17年５月21日　至平成17年11月20日）

　金利スワップ取引を利用しておりますが、ヘッジ会計を適用しているためデリバティブ取引の契約額等、時価

及び評価損益の状況の記載を省略しております。

（前連結会計年度）（自平成16年５月21日　至平成17年５月20日）

　金利スワップ取引を利用しておりますが、ヘッジ会計を適用しているためデリバティブ取引の契約額等、時価

及び評価損益の状況の記載を省略しております。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年５月21日　至平成16年11月20日）

 
外食業界
関連事業
（千円）

自動車業
界関連事
業
（千円）

医療・介
護業界関
連事業
（千円）

住宅・建
設・不動
産業界関
連事業
（千円）

その他業界
関連事業
（千円）

キャリア
ディベ
ロップメ
ント事業
（千円）

計（千円）
消去又は
全社
（千円）

連結(千円)

売上高          

(1）外部顧客に対す

る売上高
3,414,746 2,104,843 1,205,724 2,359,224 803,226 665,664 10,553,430 － 10,553,430

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － 976 308,724 － 309,700 (309,700) －

計 3,414,746 2,104,843 1,205,724 2,360,200 1,111,951 665,664 10,863,131 (309,700) 10,553,430

営業費用 3,269,824 2,038,175 1,404,316 2,457,152 963,777 814,787 10,948,034 (309,700) 10,638,334

営業利益

（又は営業損失）
144,922 66,668 (198,592) (96,952) 148,173 (149,122) (84,903) － (84,903)

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

(1）外食業界関連事業 …　外食関連企業向けコンサルティング、外食店舗運営、外食Ｆ

Ｃ本部運営、外食店舗向け店長請負事業・人材教育事業・採

用支援事業

(2）自動車業界関連事業 …　自動車関連企業向けコンサルティング、新車販売店舗運営、

中古車買取・販売事業の店舗運営、軽板金修理のＦＣ店舗展

開、自動車関連用部品販売システムの運営

(3）医療・介護業界関連事業 …　病院・製薬会社・医療機関・介護関連企業向けコンサルティ

ング及びＩＳＯ取得支援、痴呆性施設・介護施設のＦＣ展開

及び直営施設運営

(4）住宅・建設・不動産業界関連事業 …　住宅関連企業向けコンサルティング、スケルトン・インフィ

ル住宅のＦＣ本部運営

(5）その他業界関連事業 …　上記の特化業界以外の企業向けコンサルティング、コールセ

ンター事業等

(6）キャリアディベロップメント事業 …　人材の再就職支援及び対象人材のキャリア開発支援事業

－ 38 －



当中間連結会計期間（自平成17年５月21日　至平成17年11月20日）

 
外食業界
関連事業
（千円）

自動車業
界関連事
業
（千円）

医療・介
護業界関
連事業
（千円）

住宅・建
設・不動
産業界関
連事業
（千円）

その他業
界関連事業
（千円）

キャリア
ディベ
ロップメ
ント事業
（千円）

計（千円）
消去又は
全社
（千円）

連結(千円)

売上高          

(1）外部顧客に対する

売上高
3,004,282 2,336,780 1,177,012 296,656 882,118 209,077 7,905,927 － 7,905,927

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 4,830 － － 130,314 － 135,144 (135,144) －

計 3,004,282 2,341,610 1,177,012 296,656 1,012,433 209,077 8,041,072 (135,144) 7,905,927

営業費用 2,865,109 2,838,704 1,819,246 272,144 982,524 624,305 9,402,033 (135,144) 9,266,888

営業利益

（又は営業損失）
139,173 (497,093) (642,233) 24,511 29,909 (415,227) (1,360,960) － (1,360,960)

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

(1）外食業界関連事業 …　外食関連企業向けコンサルティング、外食店舗運営、外食Ｆ

Ｃ本部運営、外食店舗向け店長請負事業・人材教育事業・採

用支援事業

(2）自動車業界関連事業 …　自動車関連企業向けコンサルティング、新車販売店舗運営、

中古車買取・販売事業の店舗運営、軽板金修理のＦＣ店舗展

開、自動車関連用部品販売システムの運営

(3）医療・介護業界関連事業 …　病院・製薬会社・医療機関・介護関連企業向けコンサルティ

ング及びＩＳＯ取得支援、痴呆性施設・介護施設のＦＣ展開

及び直営施設運営

(4）住宅・建設・不動産業界関連事業 …　住宅関連企業向けコンサルティング

(5）その他業界関連事業 …　上記の特化業界以外の企業向けコンサルティング、コールセ

ンター事業等

(6）キャリアディベロップメント事業 …　人材の再就職支援及び対象人材のキャリア開発支援事業
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前連結会計年度（自平成16年５月21日　至平成17年５月20日）

 
外食業界
関連事業
（千円）

自動車業
界関連事
業
（千円）

医療・介
護業界関
連事業
（千円）

住宅・建
設・不動
産業界関
連事業
（千円）

その他業界
関連事業
（千円）

キャリア
ディベ
ロップメ
ント事業
（千円）

計（千円）
消去又は
全社
（千円）

連結(千円)

売上高          

(1）外部顧客に対す

る売上高
7,727,131 4,410,936 3,158,801 2,601,065 1,715,822 1,084,928 20,698,685 － 20,698,685

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

6,608 － － 976 511,135 － 518,719 (518,719) －

計 7,733,739 4,410,936 3,158,801 2,602,041 2,226,958 1,084,928 21,217,405 (518,719) 20,698,685

営業費用 7,360,884 4,250,777 3,028,320 2,688,500 2,036,812 1,422,157 20,787,453 (518,719) 20,268,733

営業利益

（又は営業損失）
372,854 160,159 130,480 (86,458) 190,145 (337,229) 429,951 － 429,951

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

(1）外食業界関連事業 …　外食関連企業向けコンサルティング、外食店舗運営、外食Ｆ

Ｃ本部運営、外食店舗向け店長請負事業・人材教育事業・採

用支援事業

(2）自動車業界関連事業 …　自動車関連企業向けコンサルティング、新車販売店舗運営、

中古車買取・販売事業の店舗運営、軽板金修理のＦＣ店舗展

開、自動車関連用部品販売システムの運営

(3）医療・介護業界関連事業 …　病院・製薬会社・医療機関・介護関連企業向けコンサルティ

ング及びＩＳＯ取得支援、痴呆性施設・介護施設のＦＣ展開

及び直営施設運営

(4）住宅・建設・不動産業界関連事業 …　住宅関連企業向けコンサルティング、スケルトン・インフィ

ル住宅のＦＣ本部運営

(5）その他業界関連事業 …　上記の特化業界以外の企業向けコンサルティング、コールセ

ンター事業等

(6）キャリアディベロップメント事業 …　人材の再就職支援及び対象人材のキャリア開発支援事業

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成16年５月21日　至平成16年11月20日）、当中間連結会計期間（自平成17年５月21

日　至平成17年11月20日）及び前連結会計年度（自平成16年５月21日　至平成17年５月20日）において、本邦以

外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成16年５月21日　至平成16年11月20日）、当中間連結会計期間（自平成17年５月21

日　至平成17年11月20日）及び前連結会計年度（自平成16年５月21日　至平成17年５月20日）においては、海外

売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

１株当たり純資産額 202円74銭

１株当たり中間純損失 31円82銭

１株当たり純資産額 210円02銭

１株当たり中間純損失 70円84銭

１株当たり純資産額 229円25銭

１株当たり当期純利益 19円04銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であるため、記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であるため、記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、ストックオプ

ションとして付与された新株予約権等

に係るプレミアムが生じていないため、

記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益（△純損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日)

前連結会計年度
(自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日)

中間（当期）純利益(△純損失)

（千円）
△575,922 △1,282,120 344,668

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） － － (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

(△純損失)（千円）
△575,922 △1,282,120 344,668

期中平均株式数（株） 18,097,700 18,097,595 18,097,657

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

＜当社＞

新株予約権２種類（旧

商法第280条ノ19第１項

の規定に基づく新株引

受権（ストックオプ

ション）及び第280条

ノ20及び第21項の規定

に基づく新株予約権）

773,000株。これらの詳

細は、「第４提出会社

の状況、１株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。

＜当社＞

新株予約権１種類（商

法第280条ノ20及び第21

項の規定に基づく新株

予約権）652,000株。詳

細は、「第４提出会社

の状況、１株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。

＜当社＞

新株予約権２種類（旧

商法第280条ノ19第１項

の規定に基づく新株引

受権（ストックオプ

ション）及び第280条

ノ20及び第21項の規定

に基づく新株予約権）

695,000株。これらの詳

細は、「第４提出会社

の状況、１株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況)」に記載のとお

りであります。

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月21日
至　平成16年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

────── ────── ──────
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