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１．平成20年５月期第１四半期の連結業績（平成19年５月21日　～　平成19年８月20日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益（△損失） 経常利益（△損失） 四半期（当期）純利益
（△損失）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月期第１四半期 1,756 △55.2 △497 － △528 － △551 －

19年５月期第１四半期 3,919 10.5 △143 － △181 － △233 －

19年５月期 12,734 － 237 － 72 － 104 －

１株当たり四半期
（当期）純利益
（△損失）

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益
（△損失）

円 銭 円 銭

20年５月期第１四半期 △19 34 － －

19年５月期第１四半期 △10 84 － －

19年５月期 4 78 － －

(2）連結財政状態  

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

20年５月期第１四半期 8,907 2,595 29.1 90 98

19年５月期第１四半期 14,083 2,979 19.6 128 03

19年５月期 10,319 3,241 31.2 112 99

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

20年５月期第１四半期 － －

19年５月期第１四半期 － －
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３．平成20年５月期の連結業績予想（平成19年５月21日　～　平成20年５月20日）　【参考】

第１四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成19年７月20日に公表いたしました業績予想の見直しは行ってお

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）　：　無

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としております。

実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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【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

 当社グループでは、前連結会計年度を「事業再編の完成期」と捉え、抜本的な収益構造改革に取り組んだ結果、全段

階利益で黒字化を実現することができました。

当連結会計年度においては、さらなる成長の実現に向け、

・ コンサルティング事業における３つの高収益分野（外食分野、住宅・建設・不動産分野、教育・研修事業分野）

の確立

・ 自動車関連分野における３つのフランチャイズ（以下、ＦＣ）事業のビジネスモデルの熟成と成長基盤の確立

・ ３年後の次なる飛躍を実現する東アジア向け戦略を本格展開

を３つの重点方針として取組んでおります。

当第１四半期では、特にコンサルティング事業の３つの高収益分野においては安定的に計画通り推移することができ

ております。しかしながら、前年同期比較の観点からは、外食事業子会社であった㈱イデア・リンク並びに前連結会計

年度末に当社の高収益部門の柱の一つであった医療部門㈱エム・シー・アイが連結対象外となった影響と、自動車関連

業界において、前第１四半期においては、平成18年５月期決算時点の計上ずれ分として２地区本部（約180百万円）の

受注分が加わっていた影響等から、結果として、対前年同期比では減収、減益となりました。

　事業分野別の概要は次のとおりです。

【外食業界】

（単位：百万円）

平成19年５月期

第１四半期

平成20年５月期

第１四半期
増減額

 売上高 1,741 339 △1,402

 営業利益 43 69 26

子会社㈱イデア・リンクが前中間連結会計期間末において連結対象外になったことに伴い、前年同四半期分の売上高

1,443百万円、営業利益△14百万円の影響が当第１四半期では無くなっております。

その点を考慮すると、当社の対前年同期比においては、売上高43百万円、営業利益13百万円の増加となっております。

状況としては、従来からの主力商品であるミステリーショッピングリサーチ（以下、ＭＳＲ）（※1）の導入店舗数

が第１四半期で約350店舗増加する等、順調な拡大を続けております。それに付随して、外食店舗管理システム「ｂｉ

ｎｏ」や外食企業向け収益改善コンサルティングの受注も堅調に拡大しております。また、この外食のＭＳＲの認知度

向上に伴い、サービスステーション、アパレル、金融といった異業種でのＭＳＲの展開が本格化してきており、他事業

分野とのシナジー効果が高まってきております。

※１　ミステリーショッピングリサーチ（ＭＳＲ）とは、飲食・外食事業を行っているクライアント企業様に対

し、弊社登録のモニターが身分を明かすことなく、店舗などに「お客様として」伺い、「お客様の視点

で」そのサービス・ＣＳ（顧客満足）を査定・評価する「市場リサーチサービス」です。 

【自動車関連業界】

（単位：百万円）

平成19年５月期

第１四半期

平成20年５月期

第１四半期
増減額

 売上高 1,369 992 △377

 営業利益 △66 △363 △297

当社では、鈑金・塗装のインターネット・オークション事業「ｆａｂｒｉｃａ」のＦＣ本部機能を平成19年３月に承

継いたしました。当第１四半期ではビジネスモデルを直接的にブラッシュアップすることを目的に、ＦＣ本部機能を充

実させるためのコストが拡大しました。また、当社グループではこの「ｆａｂｒｉｃａ」に加え、子会社㈱リンク・プ

ロモーションがＦＣ本部である、車の販売・買取のＦＣ事業「愛車広場カーリンク」、同じく子会社㈱ユー・エフ・リ

ンクがＦＣ本部である、エコを切り口とした水性塗料を用いた日本初の軽補修ＦＣ事業「ＵＦ－Ｐｉｔ」という３つの

ＦＣビジネスを展開しておりますが、当社ではこの３つのＦＣビジネスを融合させ、より効果的なものにするための総

合的な企画・運営を行っており、戦略的にコストセンターとしての活動をしてまいりました。
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㈱リンク・プロモーションでは、「愛車広場カーリンク」において、「３名の店舗で月間粗利1,100万円、営業利益

700万円を導き出したノウハウ」等が高く評価されており、加盟獲得は前年同期に比べて順調に進んでおります。直営

店舗の収益についても、同社の第１四半期である５月～７月は全国的にも自動車の販売台数が伸び悩んだ時期でもあり、

この季節変動の影響を受け苦戦する面がございました。しかしながら、前連結会計年度より取り組んでまいりました不

採算店舗の撤退及び徹底したコストダウンの実施により、対前年同期比では確実に収益改善を実現することができまし

た。

㈱ユー・エフ・リンクでは、「ＵＦ－Ｐｉｔ」について、今後の水性塗料における鈑金市場の動向を睨み、新商品の

開発に注力すべきと判断し、意図的に加盟開発件数を抑制いたしました。また、前年同四半期の地区本部加盟獲得（売

上高）には、平成18年５月期決算時点の計上ずれ分として２地区本部（約180百万円）の受注分が加わっていた等の理

由から、対前年同期比では減収、減益となりました。しかし、この冬には大型新商品がリリースされる予定であり、今

後は計画達成に向けて拡大していく見通しです。

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉｎｋでは、当社グループの自動車関連事業におけるビジネスモデルにおいて、切込み商品（顧

客発掘機能の商品）としての位置づけを確たるものにすべく「ＰＡＮＯ（※２）」の商品改良を進めてまいりました。

商品開発を優先して行ったために、一部コンサルティングの受注拡大ができなかった等の理由により、対前年同期比

では、減収、減益となりました。しかしながらＰＡＮＯの引き合いは相次いでおり、今後販売拡大を実現し収益の改善

ができる見通しです。

※２　ＰＡＮＯとは、店舗支援サービスの一環として、携帯電話等を活用し、顧客情報管理と顧客へのアフター

フォローを自動的に行うシステムです。 

以上の結果、自動車関連業界は、対前年同期比では減収、減益となりました。

【医療・介護業界】

（単位：百万円）

平成19年５月期

第１四半期

平成20年５月期

第１四半期
増減額

 売上高 259 32 △227

 営業利益 10 △5 △15

前連結会計年度において、当社の医療部門を会社分割し約83％の株式を売却したことに伴い、当連結会計年度より㈱

ＮＱＡ－Ｊａｐａｎの業績のみで構成されております。

㈱ＮＱＡ－Ｊａｐａｎは、ほぼ前年同期同様の業績であります。ＩＳＯ審査サービスを行っておりますが、当社医療

部門が連結対象外になったことにより、これまでの紹介受注構造の見直しを図り、新たに独自の営業ネットワークを構

築、また「ＩＳＯ９００１」や「ＩＳＯ１４００１」の市場が成熟傾向にあることに対応し、「ＩＳＯ２２０００」と

して「食の安全衛生」に関係する国際規格へのシフト等を行ってまいりました。これらの施策により、第２四半期以降、

受注拡大できる見通しです。

【住宅・建設・不動産業界】

（単位：百万円）

平成19年５月期

第１四半期

平成20年５月期

第１四半期
増減額

 売上高 178 187 8

 営業利益 17 23 6

ナビゲーション・プランニング・セールス・システム（※３）導入先からのコンサルティングの依頼が増えており、

受注拡大が実現できております。当業界向けサービスの新しい商品開発や、業務提携先の都市綜研インベストバンク㈱

との協業施策も具体的に進んでおり、引続き業績拡大できる見通しです。

※３　ナビゲーション・プランニング・セールス・システム（ＮＰＳ）とは、「子育て」、「コミュニケーショ

ン」など、家づくりやライフスタイルにおいて重要視する項目別に、それらのニーズを実現するための設

計コンセプトと、そのコンセプトに沿ったプランを効果的にプレゼンテーションするためのツールのひな

型やデータ類、効果的な提案営業を行うための研修をセットにした、戸建住宅販売向けのパッケージです。
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【その他業界】

（単位：百万円）

平成19年５月期

第１四半期

平成20年５月期

第１四半期
増減額

 売上高 328 204 △124

 営業利益 △83 △221 △139

当社では、前連結会計年度において開発した「情熱マネジメント研修（※４）」や「熱血ルーキープログラム（※

５）」等の教育・研修事業分野のコンサルティング商品が順調に受注拡大しております。一方、前連結会計年度まで

「キャリアディベロップメント事業」で培ってきたノウハウや営業構造等を活かし、３年後の飛躍に向けて、新たに中

国人材採用ビジネスの研究に着手するための先行投資を行ったこと等により減益となりました。

また、㈱エル・シー・エーコミュニケーションズでは、今後の成長基盤を確たるものにすべく、コンサルティング事

業へと収益構造の変革に取り組んでおり、さらに㈱ＬＣＡ－Ｉにおいては、当連結会計年度より二期生を迎え、大学院

大学の運営が本格化したことによって、コスト増となったために、対前年同期比では収益が悪化する形となりました。

しかしながら、これらは両社とも想定していたものであり、計画通りの水準で進んでおります。

※４　情熱マネジメント研修とは、部下との信頼関係を構築し、組織を活性化するために必要なコミュニケー

ションスキルを習得することを目的として開発された研修プログラムです。

※５　熱血ルーキープログラムとは、新入社員や、若手社員の育成を行うための研修プログラムです。

なお、キャリアディベロップメント事業につきましては、前連結会計年度において、ＯＰＳ（アウト・プレースメン

ト・サービス）事業からの撤退が完了したため、当連結会計年度よりセグメント情報はございません。

以上の結果、売上高は1,756百万円（前年同四半期比55.2％減）、営業損失は497百万円（前年同四半期営業損失143

百万円）、経常損失は528百万円（前年同四半期経常損失181百万円）、四半期（当期）純損失は551百万円（前年同四

半期四半期純損失233百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,412百万円減少し、8,907百万円となりました。これは、

現金及び預金の減少751百万円、受取手形及び売掛金の減少224百万円及び投資有価証券の減少163百万円等によるもの

です。

負債は、前連結会計年度末に比べ766百万円減少し6,312百万円となりました。これは借入金の減少750百万円等による

ものです。 

純資産は646百万円減少し、2,595百万円となりました。これは利益剰余金が551百万円減少したことによるものです。

３．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）

 該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

税金費用の計算及び影響額が僅少なものについては、一部簡便的な手続きによっております。 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年５月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年５月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

(平成19年５月期末)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

流動資産      

現金及び預金 700,215 1,010,606 310,390 44.3 1,762,105

受取手形及び売掛金 2,584,871 1,678,709 △906,161 △35.1 1,903,461

たな卸資産 604,089 985,195 381,106 63.1 962,663

繰延税金資産 589,440 172,542 △416,897 △70.7 172,530

短期貸付金 959,216 223,070 △736,146 △76.7 185,208

その他 811,010 357,811 △453,198 △55.9 688,780

貸倒引当金 △1,474,237 △272,281 1,201,956 △81.5 △370,326

流動資産合計 4,774,606 4,155,654 △618,951 △13.0 5,304,422

固定資産      

有形固定資産      

建物及び構築物 1,079,269 170,982 △908,286 △84.2 179,232

車両運搬具 17,625 10,740 △6,885 △39.1 11,707

工具、器具及び備品 121,693 38,673 △83,019 △68.2 42,567

建設仮勘定 26,846 － △26,846 △100.0 －

有形固定資産合計 1,245,434 220,396 △1,025,038 △82.3 233,508

無形固定資産 148,641 648,515 499,873 336.3 644,230

投資その他の資産      

投資有価証券 3,582,025 2,199,513 △1,382,512 △38.6 2,362,932

長期貸付金 3,375,470 2,386,579 △988,891 △29.3 2,461,467

長期前払費用 1,479,073 718,222 △760,851 △51.4 688,062

繰延税金資産 109,553 237,483 127,930 116.8 185,317

敷金・保証金 819,158 － △819,158 △100.0 －

その他 529,201 872,083 342,882 64.8 867,021

貸倒引当金 △1,979,700 △2,531,259 △551,559 27.9 △2,426,987

投資その他の資産合計 7,914,783 3,882,622 △4,032,160 △50.9 4,137,813

固定資産合計 9,308,859 4,751,534 △4,557,325 △49.0 5,015,552

資産合計 14,083,465 8,907,189 △5,176,276 △36.8 10,319,975
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科目

前年同四半期末
（平成19年５月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年５月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

(平成19年５月期末)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

流動負債      

支払手形及び買掛金 269,267 90,069 △179,198 △66.6 161,538

短期借入金 1,555,921 1,048,083 △507,837 △32.6 1,084,217

１年以内返済予定長期
借入金

2,870,000 1,564,908 △1,305,091 △45.5 1,917,302

未払金 986,814 849,593 △137,221 △13.9 853,550

未払法人税等 52,688 35,637 △17,051 △32.4 31,764

その他 881,098 738,263 △142,834 △16.2 675,332

流動負債合計 6,615,789 4,326,555 △2,289,234 △34.6 4,723,706

固定負債      

社債 － 358,400 358,400 － 358,400

長期借入金 3,894,142 1,272,592 △2,621,550 △67.3 1,634,692

退職給付引当金 68,625 51,652 △16,972 △24.7 59,983

役員退職慰労引当金 247,932 270,972 23,040 9.3 261,012

その他 277,536 31,900 △245,635 △88.5 40,527

固定負債合計 4,488,236 1,985,517 △2,502,718 △55.8 2,354,615

負債合計 11,104,026 6,312,073 △4,791,952 △43.2 7,078,321

（純資産の部）      

株主資本      

資本金 2,367,404 2,787,404 420,000 17.7 2,787,404

資本剰余金 1,672,011 2,092,011 420,000 25.1 2,092,011

利益剰余金 △2,130,932 △2,344,689 △213,756 10.0 △1,792,948

自己株式 △927 △927 － － △927

株主資本合計 1,907,556 2,533,799 626,243 32.8 3,085,540

評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 847,484 60,242 △787,241 △92.9 136,581

為替換算調整勘定 975 1,073 97 10.0 1,118

評価・換算差額等合計 848,460 61,316 △787,144 △92.8 137,700

少数株主持分 223,423 － △223,423 △100.0 18,413

純資産合計 2,979,439 2,595,115 △384,324 △12.9 3,241,653

負債、純資産合計 14,083,465 8,907,189 △5,176,276 △36.8 10,319,975
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年５月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年５月期）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

売上高 3,919,491 1,756,163 △2,163,328 △55.2 12,734,202

売上原価 2,230,657 1,399,772 △830,885 △37.2 7,730,226

売上総利益 1,688,834 356,391 △1,332,442 △78.9 5,003,975

販売費及び一般管理費 1,832,165 854,093 △978,072 △53.4 4,766,911

営業利益（△損失） △143,331 △497,701 △354,370 － 237,064

営業外収益 39,964 64,476 24,511 61.3 137,395

営業外費用 78,501 95,764 17,262 22.0 301,584

経常利益（△損失） △181,868 △528,989 △347,121 － 72,875

特別利益 24,177 4,137 △20,039 △82.9 2,293,506

特別損失 90,226 39,894 △50,331 △55.8 1,679,744

税金等調整前当期純利益
（△損失）

△247,917 △564,746 △316,829 － 686,637

法人税等 22,056 5,408 △16,648 △75.5 587,388

少数株主損失 36,740 18,413 △18,326 － 5,501

当期純利益（△損失） △233,233 △551,741 △318,507 － 104,750
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(3）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前四半期連結会計期間（自　平成18年５月21日　至　平成18年８月20日）

 （単位：千円）

 
外食業界
関連事業

自動車業界
関連事業

医療・介護業
界関連事業

住宅・建設・
不動産業界関

連事業

その他業界
関連事業

キャリアディ
ベロップメン

ト事業
計 消去又は全社 連結

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
1,741,200 1,369,783 259,438 178,691 328,783 41,594 3,919,491 － 3,919,491

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

2,780 66 － － 16,970 － 19,816 (19,816) －

計 1,743,980 1,369,849 259,438 178,691 345,753 41,594 3,939,308 (19,816) 3,919,491

営業費用 1,700,902 1,435,999 249,388 160,914 428,987 106,446 4,082,639 (19,816) 4,062,822

営業利益

（又は営業損失）
43,078 (66,149) 10,049 17,776 (83,234) (64,851) (143,331) － (143,331)

　（注）１．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

ＦＣ本部運営

（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

（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、教育事業等

（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

当四半期連結会計期間（自　平成19年５月21日　至　平成19年８月20日）

 （単位：千円）

 
外食業界
関連事業

自動車業界関
連事業

医療・介護業
界関連事業

住宅・建設・
不動産業界関

連事業

その他業界関
連事業

計 消去又は全社 連結

売上高

(1）外部顧客に対

する売上高
339,373 992,524 32,449 187,011 204,802 1,756,163 － 1,756,163

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ 200 － － 13,594 13,794 (13,794) －

計 339,373 992,724 32,449 187,011 218,397 1,769,957 (13,794) 1,756,163

営業費用 270,294 1,356,393 37,589 163,192 440,189 2,267,659 (13,794) 2,253,865

営業利益

（又は営業損失）
69,079 (363,668) (5,139) 23,819 (221,791) (497,701) － (497,701)

　（注）１．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

（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

（３）医療・介護業界関連事業 …　病院・医療機関・介護関連企業向けＩＳＯ取得支援

（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、教育事業等
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前連結会計年度（自平成18年５月21日　至平成19年５月20日）　【参考】

（単位：千円）

外食業界
関連事業

自動車業界
関連事業

医療・介護
業界関連事
業

住宅・建
設・不動産
業界関連事
業

その他業界
関連事業

キャリア
ディベロッ
プメント事
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
4,333,750 4,775,346 1,273,993 837,368 1,349,917 163,826 12,734,202 － 12,734,202

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

2,126 2,989 － － 94,310 － 99,425 (99,425) －

計 4,335,876 4,778,335 1,273,993 837,368 1,444,227 163,826 12,833,627 (99,425) 12,734,202

営業費用 4,086,170 5,024,205 1,099,610 676,195 1,475,573 234,807 12,596,562 (99,425) 12,497,137

営業利益

（又は営業損失）
249,706 (245,869) 174,382 161,172 (31,345) (70,981) 237,064 － 237,064
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