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１．平成19年11月中間期の連結業績（平成19年５月21日～平成19年11月20日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年11月中間期 3,790 △51.0 △810 － △903 － △1,899 －

18年11月中間期 7,741 △2.1 △328 － △397 － △1,074 －

19年５月期 12,734 － 237 － 72 － 104 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年11月中間期 △66 58 － －

18年11月中間期 △49 91 － －

19年５月期 4 78 － －

（参考）持分法投資損益 19年11月中間期 △41百万円 18年11月中間期 △1百万円 19年５月期 △15百万円

(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

19年11月中間期 7,859 1,305 16.6 45 78

18年11月中間期 9,894 1,406 14.2 65 36

19年５月期 10,319 3,241 31.2 112 99

（参考）自己資本 19年11月中間期 1,305百万円 18年11月中間期 1,406百万円 19年５月期 3,223百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年11月中間期 △605 589 △1,097 307

18年11月中間期 △230 1,066 △1,418 430

19年５月期 △640 3,075 △2,027 1,419

２．配当の状況

1株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年５月期 － － 0 00

20年５月期 － －

20年５月期（予想） － － 0 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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 10,000 △21.5 △150 － △380 － △1,600 － △56 09
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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）中間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（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、28ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年11月中間期 28,526,320株 18年11月中間期 21,526,320株 19年５月期 28,526,320株

②　期末自己株式数 19年11月中間期 785株 18年11月中間期 785株 19年５月期 785株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、44ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年11月中間期の個別業績（平成19年５月21日～平成19年11月20日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年11月中間期 1,854 △12.5 △279 － △376 － △2,781 －

18年11月中間期 2,119 △10.5 △31 － △89 － △848 －

19年５月期 4,688 101.4 470 － 334 － 65 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年11月中間期 △97 51

18年11月中間期 △39 42

19年５月期 3 00

(2）個別財政状態

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

19年11月中間期 7,551 1,615 21.4 56 65

18年11月中間期 10,580 2,865 27.1 133 10

19年５月期 10,750 4,416 41.1 154 82

（参考）自己資本 19年11月中間期 1,615百万円 18年11月中間期 2,865百万円 19年５月期 4,416百万円

２．平成20年５月期の個別業績予想（平成19年５月21日～平成20年５月20日）

（％表示は対前期増減率）

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 5,000 6.6 240 △49.0 15 △95.5 △2,600 － △91 15

※　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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当中間連結会計期間の概要

  当社グループでは、当連結会計年度の重点方針として、

・ 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

・ 三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

の３つを掲げ、取り組んでまいりました。

当中間連結会計期間において、１つ目の方針である、コンサルティング事業の３つの高収益分野においては計画以

上の成果を上げ、その基盤をさらに強化することができました。しかしながら、２つ目の方針である自動車関連分野

におけるＦＣ事業に関しては、鈑金・塗装のインターネット・オークション事業「ｆａｂｒｉｃａ」と、車の販売・

買取ＦＣ事業「愛車広場カーリンク」は、この半年間でそれぞれのビジネスモデルが画期的にブラッシュアップされ、

誠に魅力的なＦＣ事業として完成されたものの、その完成時期が上半期の終了間近となったこと（ｆａｂｒｉｃａ）

や、ビジネスモデルの完成に最大限資源を集中したために、新規の加盟獲得へのパワー投入が遅れたこと（カーリン

ク）から、加盟獲得の計画未達が発生いたしました。さらに、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」においては、今後の成長には不可欠な「水性塗料による本格鈑金ブース」の開発遅れによ

り計画が未達となりました。また、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（現㈱イ

デア・プラス）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（現㈱エム・シー・アイ）

が連結子会社から持分法適用会社となった影響等から、結果として減収・減益となり、売上高は3,790百万円（前年

同期比51.0%減）、営業損失は810百万円（前年同期営業損失328百万円）、経常損失は903百万円（前年同期経常損失

397百万円）、当期純損失は1,899百万円（前年同期純損失1,074百万円）となりました。

当中間連結会計期間業績の主な要点は以下のとおりです。なお、セグメント別の状況につきましては、後述の「通

期の見通し」の中で述べさせていただきます。

【経常損益について】

２つのセグメント（自動車関連業界とその他業界）における連結売上高の計画未達（約8.1億円）が発生いたしま

した。その結果、約２億円のコストダウンは実現したものの、連結営業利益で約6.1億円、個別営業利益で約2.3億

円の計画未達が発生いたしました。

自動車関連業界においては、２つのＦＣ事業の加盟獲得が計画未達に終わったこと、また、昨年の11月には市場

投入すべく開発に注力してまいりました「水性塗料による本格鈑金ブース」の開発遅れにより計画未達が発生いた

しました。（連結売上高未達　約6.2億円、連結営業利益未達　約4.8億円）

まず、加盟獲得が計画未達であったＦＣ事業の一つは、車の販売・買取ＦＣ事業「愛車広場カーリンク」でありま

す。当連結会計年度に入っても、既にオープンしている店舗では飛躍的な粗利向上を実現、また、オープン初月度か

ら黒字を実現するといった、直営店・加盟店双方で素晴らしいノウハウ開発が促進されました。中古車流通業界で

1990年代の半ばに、中古車買取業という新業態が誕生し、その後大変な成長を果たしてきたケースと同様、カーリン

クで確立された業態は、中古車流通を革新させるものと判断いたしております。しかしながら、業態の完成に資源を

集中したため、新規の加盟獲得へのパワー投入が遅れ、計画未達が発生しました。

もう一つの計画未達のＦＣ事業は、前期末にＦＣ本部機能を承継いたしました鈑金・塗装のインターネット・オー

クション事業「ｆａｂｒｉｃａ」であります。この事業も、当社が本部機能を保有することにより、鈑金・修理市場

を一般修理市場から保険市場にターゲットチェンジし、将来に亘り高収益構造を作り上げることに成功しましたが、

その構造の確立が上半期終了間近となったため、地区本部の加盟獲得の期間が不足し、計画未達に終わりました。

また、開発遅れが発生した「水性塗料による本格鈑金ブース」は、技術的な課題は全て解決できましたが、生産体

制面での課題が残っておりました。下半期には全て解決し、市場投入できるものと判断いたしております。

　以上の活動の結果、自動車関連のＦＣ事業については、着実にその商品力の強化を実現できており、現時点で外部

からも大変高い評価をいただいております。後は営業力強化にどれだけのパワー投入ができるかにかかっており、既

に徹底した強化施策（外部ネットワークとの連携、組織変更等）を実施しております。これらにより、今後は確実に

販売拡大できると考えております。

その他業界においては、新たな事業構造構築の動きの中での計画未達が発生いたしました。（連結売上高未達　約

2.3億円、連結営業利益未達　約1.9億円）

まず一つは、当社において、前連結会計年度で撤退いたしました「キャリアディベロップメント事業」に代わる収

益の柱とすべく、同事業で培ってきたノウハウや営業構造等を活かした「中国人材採用支援ビジネス」の研究開発を

行い、早期の受注拡大を狙ったものの、成果獲得は下半期へとずれ込みました。現時点では、中国で25万人の卒業生

を送り出す西安市の西安交通大学等との業務提携も実現できており、下半期には収益確保できる見通しです。
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また、テレマーケティング機能を発揮する㈱エル・シー・エーコミュニケーションズは、外部のＦＣ本部向けのテ

レマーケティング支援を強力に推進してまいりましたが、当中間連結会計期間には最終的な成功報酬の獲得に至らず、

売上未達に終わりました。しかし、下半期では十分に取り戻せるものと判断しております。

以上のとおり、その他業界における未達も、今後の収益の柱の１つにするためのものであると認識しており、今の

活動が必ず近い将来の安定成長につながると考えております。

他のセグメントに関しましては、順調に計画どおりの業績が確保できております。

【特別損益について】

これからの事業展開において悪影響を及ぼす可能性を極力排除するため、できる限りの減損処理を行う方針に基づ

き、大規模なリストラを実行いたしました。

個別では、前述の経常損益面の未達等により、純資産額が大きく減少する子会社が発生したため、子会社株式の評

価減、子会社に対する貸付や債務保証への引当計上の処理をいたしました。

この結果、連結で1,050百万円、個別で2,450百万円の特別損失が発生することになりましたが、これによって今後

の収益確保への悪影響の要素を徹底排除する処理ができたものと考えております。

通期の見通し

通期の業績確保に向け、当中間連結会計期間に計画未達が発生した２つのセグメントについては、抜本的な改善策

を既に実施しております。

自動車関連業界に関しては、課題は「営業力の徹底した強化」と捉え、人的資源の集中投下、さらには外部ネット

ワークとの連携により、加盟獲得に精一杯注力し、大きな収益改善を図ってまいります。また、軽補修ＦＣ事業「Ｕ

Ｆ－Ｐｉｔ」における「水性塗料による本格鈑金ブース」の生産体制整備も進み、早期に市場投入を図ってまいりま

す。この商材には非常に大きな潜在市場が見込めるために、将来をしっかりと見据えた戦略展開を推進していきたい

と考えております。

その他業界に関しては、「中国人学生採用支援ビジネス」を確たるものにするための施策、日本での就職を希望す

る中国人学生、採用する日本企業の双方へのブランディングを確立するための準備を、西安並びに日本で着々と進め

ております。また、㈱エル・シー・エーコミュニケーションズは、外部のＦＣ本部向けテレマーケティング支援で、

確実に成果を上げることに専念いたしております。その結果、成果報酬を確実にすることによって、収益改善を図っ

てまいります。

上記以外の外食業界、医療・介護業界、住宅・建設・不動産業界の各事業及びその他業界のコンサルティング事業

については、引き続き、堅調な成長を実現できると考えております。しかしながら、当連結会計年度は、今後の収益

構造を確たるものにするための準備期間と位置づけた活動に注力する方針です。

以上の結果、通期の売上高は10,000百万円（前期比21.5%減）、営業損失は150百万円（前期営業利益237百万円）、

経常損失は380百万円（前期経常利益72百万円）、当期純損失は1,600百万円（前期純利益104百万円）となる見通し

です。

事業別の概要は次のとおりです。通期の業績見通しとあわせて記載させていただきます。

【外食業界】

（単位：百万円）

19年５月期
中間実績

20年５月期
中間実績

差異
19年５月期
通期実績

20年５月期 
通期計画

差異

 売上高 3,518 753 △2,765 4,333 1,660 △2,673

 営業利益 86 89 3 249 375 126

子会社㈱イデア・リンク（現㈱イデア・プラス）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、

前年同期分の同社の売上高2,951百万円、営業利益△27百万円の影響が無くなっております。

その点を考慮すると、外食業界におけるコンサルティング事業は、約33％の成長を実現しています。

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）の導入店舗数が当中間会計

期間末で7,000店舗を超え（前連結会計年度末時点6,023店舗）、当連結会計年度末には十分に8,000店舗を超える見

通しです。外食業界向け店舗管理支援システム「＠ｂｉｎｏ」の導入店舗数も当中間会計期間末で1,515店舗となり、

当連結会計年度末には1,760店舗超まで実現できる見通しです。さらに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、「ＭＳＲの実施　→　収益改善コンサルティング受注　→　＠ｂｉｎｏの導入」の流れが

ビジネスモデルとして完全に確立できており、今後も主力事業分野として順調に成長できると考えております。
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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（以下、ＳＳ）、ドラッグストアチェーン、

アパレル、金融といった異業種でのＭＳＲの展開が一気に拡大してきており、他事業分野とのシナジー効果が加速し

てきております。このＭＳＲは、今や外食業界にとどまらず、コンサルティング事業分野全体の新規顧客開拓の商材

へと進化してまいっております。

※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）

19年５月期
中間実績

20年５月期
中間実績

差異
19年５月期
通期実績

20年５月期 
通期計画

差異

 売上高 2,474 2,144 △329 4,775 5,900 1,125

 営業利益 △370 △555 △185 △245 △345 △100

中間連結会計期間の業績については、既に「当中間連結会計期間の概要」で記載のとおり、以下の３つのＦＣ事業

・ 車の販売・買取のＦＣ事業「愛車広場カーリンク」

・ 鈑金・塗装のインターネット・オークション事業「ｆａｂｒｉｃａ」

・ 水性塗料を用いた日本初の軽補修ＦＣ事業「ＵＦ－Ｐｉｔ」

のビジネスモデルの革新や新商品の開発に注力した結果、誠に魅力的かつ、斬新なＦＣビジネスが熟成されましたが、

加盟獲得へのパワー投入不足並びに加盟開発期間不足により計画未達が発生いたしました。

「ｆａｂｒｉｃａ」のＦＣ事業の加盟獲得が順調であった前年同期との対比においては減収・減益となりました。

前年同期は、「ｆａｂｒｉｃａ」ＦＣ事業のビジネスモデル上の問題が露呈する前で、地区本部の加盟獲得が順調に

推移いたしました。しかし、ビジネスモデル上の問題が明らかになった約一年前から、何としてもビジネスモデルを

変革すべきとの判断で、「ｆａｂｒｉｃａ」ＦＣ事業の本部機能を当社が承継いたしました。そして、その後ビジネ

スモデルの変革にチャレンジし、ビジネスのターゲットを一般修理市場から保険市場へとチェンジし、高収益構造を

作り上げることに成功いたしました。その結果、これまでのビジネス上の問題を完全に一掃することができました。

しかし、残念ながらその実証が上半期終了間近となったため、加盟獲得が未達となりました。下半期は、上半期の

ビジネスモデル革新の成果をベースに、一気に全国制覇を実現できる見通しです。（残り22地区　地区本部加盟獲得

約12億円）

また、上半期加盟獲得が計画未達に終わった車の販売・買取のＦＣ事業「愛車広場カーリンク」に関しても、直

営・加盟店双方で素晴しいノウハウ開発が促進されました。前述のとおり、中古車流通業界で1990年代半ばに中古車

買取業が新業態として誕生し、その後一気に成長・発展したケース同様、画期的な新業態の開発とも呼べるビジネス

モデルが完成されたと判断しております。そのビジネスモデルの完成により、上半期に主たる加盟獲得のターゲット

とした整備業にとどまらず、中古車販売店、新車ディーラー、ＳＳ、さらに中古車買取業等、一気にターゲットを拡

大してマーケティングを展開できることになり、下半期には上半期の未達件数をも補う加盟獲得が実現できる見通し

です。（70ＦＣ、加盟獲得約６億円）

商品開発の遅れにより上半期の業績に影響を与えたＵＦ－Ｐｉｔ事業についても、「水性塗料による本格板金ブー

ス」が下半期に市場投入できれば、「ｆａｂｒｉｃａ」ＦＣ事業と大きなシナジー効果を発揮すると共に、自動車

メーカーへのＯＥＭ供給や海外大手塗料メーカーとの業務提携も視野に入れることができるようになり、翌期以降の

大きな事業の柱として期待できます。勿論、下半期も大いに期待できますが、マス・プロダクトに向けた生産体制の

確立が課題となります。

また、自動車関連業界のセグメントに入る㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉｎｋでは、アフターフォロー代理業としての商品

「ＰＡＮＯ」（※２）の商品改良を推進してきた結果、車のアフターマーケット業界の全てで成果を上げることがで

きる商品に仕立てあがってきました。これまでにカーディーラー、ＳＳ、ＳＳの元売り、整備業、保険代理店と次々

と引合いが来ており、また、自動車関連業界以外のＦＣ企業からも導入要請を受けるようになってきております。こ

れらの自動車関連業界以外のＦＣ企業向けの研究開発を推進することにより、下半期に今後の成長戦略が鮮明になる

と判断しております。

※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。
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【医療・介護業界】

（単位：百万円）

19年５月期
中間実績

20年５月期
中間実績

差異
 19年５月期
通期実績

20年５月期 
通期計画

差異

 売上高 573 66 △507 1,273 170 △1,103

 営業利益 64 △7 △72 174 25 △149

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。

当該医療部門売却の影響により、当中間連結会計期間で売上高502百万円、営業利益67百万円、通期で売上高1,045

百万円、営業利益で149百万円の減少となっております。

㈱ＮＱＡ－Ｊａｐａｎは、ＩＳＯ審査サービスを行っておりますが、上記の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おります。これらの施策により、安定成長を実現できる見通しです。

【住宅・建設・不動産業界】

（単位：百万円）

19年５月期
中間実績

20年５月期
中間実績

差異
19年５月期
通期実績

20年５月期 
通期計画

差異

 売上高 388 430 42 837 1,000 163

 営業利益 63 33 △29 161 245 84

当中間連結会計期間の営業利益は対前年同期比で減益となりましたが、当初より、当上半期においては新商品開発

を目的とした先行投資を行う計画としており、約20百万円営業損失を予定していたため、計画対比では赤字を解消し

黒字化を実現することができております。

その背景は、戸建て住宅販売企業向けに開発した「ナビゲーション・プランニング・セールス・システム（※３）」

の導入先から、経営コンサルティング・教育研修等の他商材への受注拡大が成功したことによるものであります。今

後も「ナビゲーション・プランニング・セールス・システム」導入企業をベースとした営業構造の拡大と、業界内に

おける当該サービスの認知度の向上、ブランディング構築により、引き続き受注拡大が期待できるものと想定してお

ります。以上より、通期では確実に約20％の増収、50％の増益に転じる見通しです。

また、業務資本提携先である都市綜研インベストバンク㈱との協業施策も下半期からいよいよ具体化し、不動産流

動化コンサルティング等、新しい分野へのサービス拡大が期待できる見通しです。

※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。

【その他業界】

（単位：百万円）

19年５月期
中間実績

20年５月期
中間実績

差異
19年５月期
通期実績

20年５月期 
通期計画

差異

 売上高 722 394 △327 1,349 1,270 △79

 営業利益 △80 △370 △289 △31 △450 △419

中間連結会計期間の業績に関しては、前述の「当中間連結会計期間の概要」に記載のとおり、㈱エル・シー・エー

コミュニケーションズにおいて、外部のＦＣ本部向けのテレマーケティング支援を強力に推進してまいりましたが、

当中間連結会計期間では最終的な成功報酬の獲得に至らず、売上未達に終わりました。しかし、下半期では十分に取

り戻せるものと判断しております。

また、当社でも前連結会計年度末で撤退した「キャリアディベロップメント事業」に代わる収益の柱とすべく、同

事業で培ってきたノウハウや営業構造を生かした新事業「中国人学生採用支援ビジネス」の研究開発を行い、早期の

受注拡大を狙ったものの、成果獲得は下半期へとずれ込み、先行投資だけが嵩む結果となりました。

しかし、これまでの活動により、中国で25万人の卒業生を送り出す西安市の西安交通大学等との業務提携も実現で

きており、下半期には確実に収益確保できる見通しです。

当社でのコンサルティング事業の重要な柱の一つである教育・研修分野では、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）」等のコンサルティング商品が順調に受注拡大
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しており、コンサルティング事業の３つ目の高収益分野として着実に成果を上げております。

しかしながら、㈱ＬＣＡ－Ｉにおける大学院大学本格運営のためのコスト増の影響もあり、また、前連結会計年度

では「キャリアディベロップメント事業」として区分掲記しておりました事業でのコストを、当中間連結会計期間で

はこのセグメントに含めているために、通期では前年対比で大きく減益となる見通しです。

※４　情熱マネジメント研修とは、上司・部下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の習得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。

(2）財政状態に関する分析

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成さ

れております。

（流動資産）

当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、3,506百万円（前連結会計年度末は5,304百万円）となり、1,798

百万円減少いたしました。現金及び預金の減少1,282百万円、たな卸資産の減少306百万円等によるものです。

（固定資産）

当中間連結会計期間末における固定資産の残高は、4,352百万円（前連結会計年度末は5,015百万円）となり、663百

万円減少しました。

有形固定資産の残高は211百万円（前連結会計年度末は233百万円）となり21百万円減少いたしました。

無形固定資産の残高は655百万円（前連結会計年度末は644百万円）となり10百万円増加しました。

投資その他の資産の残高は3,485百万円（前連結会計年度末は4,137百万円）となり、652百万円減少しました。主た

る増減内容は、投資有価証券の減少162百万円、長期貸付金の減少436百万円、長期前払費用の減少152百万円等であり

ます。

（流動負債）

当中間連結会計期間末における流動負債の残高は5,262百万円（前連結会計年度末は4,723百万円）となり538百万円

増加しました。主たる増減内容は、短期借入金の増加445百万円、債務保証損失引当金の増加211百万円、1年以内長期

借入金の減少322百万円等であります。

（固定負債）

当中間連結会計期間末における固定負債の残高は1,291百万円（前連結会計年度末は2,354百万円）となり1,063百万

円減少しました。主たる内容は、長期借入金の減少1,219百万円等であります。

（純資産）

当中間連結会計期間末における利益剰余金の減少1,897百万円、その他有価証券評価差額金の減少18百万円等により

当中間連結会計期間末の純資産の残高は1,305百万円となりました。

当中間連結会計期間末のキャッシュ・フローの状況

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）は関係会社株式の売却、貸付金の回収による収入

があったものの、長期借入金の返済による支出や、税金等調整前中間純損失が1,932百万円（前年同期比△1,200百万

円減）と大きく減少したこと等により前中間連結会計期間末に比べ123百万円の減少（前連結会計年度末に比べ1,112

百万円減少）し、当中間連結会計期間末には307百万円となりました。

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605百万円の使用（前中間連結会計期間は230百万円の使用）と

なりました。 

これは、税金等調整前当期純損失1,932百万円に対して、減価償却費188百万円、減損損失143百万円、貸倒引当金

116百万円、債務保証損失引当金245百万円、偶発損失引当金141百万円、投資有価証券評価損93百万円を計上し、未

払金の増加130百万円、たな卸資産の減少119百万円等による資金の増加がありましたが、売上債権の増加90百万円、

利息等の支払69百万円等による資金の減少があったことによります。

　（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589百万円の獲得（前中間連結会計期間は1,066百万円の獲得）

となりました。 

これは主に、定期預金払戻収入226百万円、関係会社株式売却による収入495百万円、貸付金の回収による収入224

百万円がありましたが、無形固定資産の取得による支出106百万円、長期前払費用の取得による支出123百万円、貸付

けによる支出53百万円等があったことによるものであります。
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（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1,097百万円の使用(前中間連結会計期間は1,418百万円の使

用)となりました。

 これは主に短期借入金の増加427百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出1,615百万円等があったこと

によります。

　次期におきましても引続き、営業キャッシュ・フローを重点に、キャッシュ・フローの抜本的改善に取り組み、運

転資金の効率的な確保を目指してまいる所存です。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年11月
中間期

平成18年５月期
平成18年11月

中間期
平成19年５月期

平成19年11月
中間期

株主資本比率（％）（※１） 21.8 21.9 14.2 31.2 16.6

時価ベースの株主資本比率

（％）　　　　　　（※２）
44.2 34.8 30.7 61.9 55.5

債務償還年数（年）（※３）  － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）　　　（※４）
 － － － －

（※１）自己資本比率　：　自己資本／総資産

（※２）時価ベースの自己資本比率　：　株式時価総額／総資産

・株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。

（※３）債務償還年数　：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

・有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。

・営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。

（※４）インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　営業キャッシュ・フロー／利払い

・利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載し

ておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社グループは、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、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を総合的に勘案して成果配分を行うことを基本方針としていま

す。

しかしながら、平成18年５月期からの累積損失を解消するには至っていないことより、当連結会計年度（平成20年

５月期）の中間配当につきましては見送らせていただきたくご報告申し上げるとともに、株主の皆様にはご迷惑をお

かけすることとなりましたこと、心よりお詫び申し上げます。今後、復配を実現できるよう、全役員・全従業員一丸

となって業績の回復に取り組む所存です。

(4）事業等のリスク

当社グループの事業状況、財務状況等に関して、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のと

おりです。

（※下記記載事項は、当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではございません。今後、リスク発生の

可能性を認識した場合や、想定外に発生したリスクに対しては、当社グループ全体で対処すべく取り組んでま

いります。加えて、記載事項には、将来に関する事項が含まれており、当該事項は、発表日時点（平成20年１

月18日）において当社グループが判断したものです。）

①コンサルティング事業に関するリスク

コンサルティング事業においては、契約内容の不備、業務品質に対する顧客不満足の発生、顧客の経営環境の変化

等の理由によって、コンサルティング業務の中断・中止・変更に伴う返金、未入金等のリスク及び売上計上基準の変

更による会計上のリスクがございます。本リスクによって、当社グループの業績及び財政状況等に悪影響を及ぼす可

能性があります。

当該リスクに対しては、顧客満足度を高めるための品質管理の強化、顧客の満足度調査の実施、お客様相談室の設

置、当社グループのコンサルタントの育成強化、売上計上基準に関する保守的な判断を行う等の施策により、想定さ

れるリスクの回避を実施してまいります。
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②フランチャイズ事業に関するリスク

当社グループでは、自動車関連業界において、新しいフランチャイズビジネスを開発する事業、フランチャイズ本

部としてフランチャイズ会員の獲得、教育・指導を行い、フランチャイズ加盟料やロイヤリティー収入等を獲得する

事業、他社フランチャイズブランドの加盟開発や、スーパーバイジング等のフランチャイズ本部機能を代行する事業、

他社ブランドであるフランチャイズビジネスのフランチャイズ加盟店として、当社グループがフランチャイズ店舗を

運営する事業等、フランチャイズビジネスに関する様々な事業を展開しています。

想定されるリスクとしては、a.当社グループがフランチャイズ本部として開発したブランド、もしくは当社グルー

プがフランチャイズ加盟代行を請け負った他社ブランドが、景気や業界動向等により予定していたフランチャイズ加

盟獲得数を達成できなかった場合　b.当社グループが加盟開発したフランチャイズ加盟店が当初の計画どおりに出店

することができなかった場合　c.出店したフランチャイズ加盟店がが予定どおりの収益を確保できなかった場合　d.

当社グループが加盟しているフランチャイズ本部の経営悪化や、サービスの低下により、当社グループが運営するフ

ランチャイズ加盟店の収益が悪化した場合等が想定されます。これらの事態の発生により、当社グループの業績及び

財政状況等に悪影響を及ぼす可能性がございます。

③未出店のフランチャイズ加盟権の対応に関するリスク

当社グループがフランチャイズ本部として、または他社ブランドの加盟代行により、フランチャイズ加盟契約を締

結したフランチャイズ加盟企業が未出店状態にあった場合、店舗物件の発掘に時間を要したことや、当該フランチャ

イズ加盟企業の財務状況が悪化したことなどにより、フランチャイズ加盟企業の出店自体が困難となる可能性があり

ます。

このような場合には、トラブル回避等のためフランチャイズ加盟契約金、またはフランチャイズ加盟契約代行報酬

の返金等を行う可能性があります。

当該リスクに対し、フランチャイズ加盟企業の出店を促進するため、店舗物件発掘のアドバイスや体制構築支援に

努めております。

④情報漏洩に関するリスク

当社グループでは、生産、開発、販売、経営管理などあらゆる場面でＩＴ技術を駆使しての業務を行っています。

ＩＴ技術を用いての、顧客や仕入先との情報伝達が活発に行われている中、顧客情報や個人情報、当社コンサルティ

ングノウハウなどの重要な情報が漏洩する事故や事件が発生した場合には、当社グループの信頼の低下や損害賠償請

求等が発生することが想定され、業績及び財政状況等に悪影響を及ぼす可能性がございます。

これらのリスクに対し、当社ではセキュリティーシステムの強化、重要情報へのアクセス規制、社員に対して貸与

する全てのノートパソコンへの情報漏洩対策ソフトの導入等の情報セキュリティー体制を構築しております。

また、個人情報漏洩に対するリスクを回避するため、平成18年11月にプライバシーマークを取得し、社内管理体制

の強化や社員教育などの対策を進めています。なお、当社グループ会社の一部においては、情報セキュリティー対策

について、現在も整備中の会社がありますが、早急に情報セキュリティー対策を完了させる方針であります。

⑤中国、韓国における事業に関するリスク

当社グループは、中国と韓国において現地法人（いずれも合弁会社で子会社及び持分法適用会社）を設立していま

す。中国における事業に関しては、中国企業の日本進出コンサルティング、日本企業の中国進出コンサルティング、

中国におけるマネジメントコンサルティング事業を展開しています。

韓国においては、外食事業など当社グループで培われた事業ノウハウの提供や、コンサルティング事業の展開を

行っています。また、韓国における営業構造構築のために、韓国企業との業務提携も展開しております。

中国及び韓国における商習慣、法制度、税制等、政治情勢や文化・宗教の違い等に起因するリスク及び想定外の為

替変動リスクにより、当社グループの信頼性、業績及び財政状況等に悪影響を及ぼす可能性がございます。

これらのリスクに対しては、現地法人に対する定期的な監査や、法的リスクを回避するための専門機関と連携をと

ることにより、各種対策を行っております。

⑥財務体質、収益構造に関するリスク

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

おります。

現状、担保制限条項では、契約が終了し、かつ貸付人及びエージェントに対する契約上のすべての債務の履行が完

了するまで、契約に基づく債務を除く借入人または第三者の負担する現在または将来の債務（借入金債務、社債、保

証債務、その他これらに類似の債務を含む）のために担保提供を行わないことになっております。

資産制限条項ではシンジケート団の承諾がない限り、合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転または財産、経

営もしくは業況に重大な影響を及ぼす可能性のある事業もしくは資産の全部もしくは一部の第三者への譲渡、譲受を

してはいけないこと、また、財務制限条項では各決算期末日及び中間決算期末日において貸借対照表（連結・単体
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ベースの両方）の資本の部の金額をそれぞれに定められている決算期末日及び中間決算期末日における資本の額の

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

しないことが取り決められており、これに抵触した場合、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。

上記条件のもと、当中間連結会計期間において810百万円の営業損失、1,899百万円の中間純損失を計上したこと等

によりに、シンジケートローン契約（平成19年11月20日現在実行額1,656百万円）の財務制限条項に抵触する事実が

生じております。

当社及び当グループ各社は、このような状態を解消すべく、平成19年12月に策定した今後３ヵ年の経営計画に基づ

き、コンサルティング事業の高収益化の実現による営業キャッシュ・フローの改善に加え、直接金融による資金調達

の実現に取り組んでまいります。また、金融機関に対しては、当該シンジケートローン契約の継続について交渉し、

期限の利益喪失による一括返済義務が生じないよう対処する所存であります。
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２．企業集団の状況
【事業の内容】

当社グループは、当社及び当社の関係会社（子会社７社、関連会社５社）で構成されており、業種・業務に特化した

経営コンサルティング・リサーチサービスの提供及び自動車関連を中心とした実業子会社を展開しております。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す。

１．事業セグメント別事業内容

①　外食業界関連事業

㈱日本エル・シー・エー

・ 大手外食フランチャイズ（以下、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、店舗運営力強化等のコンサルティング及び教育研修を行っております。

・ 外食店舗等におけるサービス品質に対して、一般消費者の生の声をレポート化して提供するミステリーショッピング

リサーチを展開しております。

・ 外食業界向けの店舗管理支援システムとして、日次業績管理機能、店長教育（e-learning）機能、店舗内のコミュニ

ケーションツール機能、ＰＯＳシステム連携機能を備えたソフトウェア「＠ｂｉｎｏ」を開発し、同ソフトのＡＳＰ

サービスを提供しております。

 ②　自動車業界関連事業

㈱日本エル・シー・エー

・ 新車ディーラー・中古車販売店、カー用品店、ＳＳ等を対象として、セールス部隊の活性化支援、店舗運営指導等の

コンサルティングを行っております。

・ 平成19年３月より、鈑金・塗装のインターネットオークション事業「ｆａｂｒｉｃａ」のＦＣ本部を㈱ファブリカ・

コミュニケーションズより承継し、ＦＣ本部としての事業展開をしております。

・ ㈱リンク・プロモーションがＦＣ本部として展開する、車販売・買取のＦＣ事業「愛車広場カーリンク」及び日本初

の水性塗料による施工システムを実現させた軽補修ＦＣ事業「ＵＦ－Ｐｉｔ」のＦＣ加盟店募集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加盟店として、直営店舗展開を行っております。ま

た、独自ブランドとなる、車の販売・買取のＦＣ事業「愛車広場カーリンク」を開発し展開をしております。

㈱ユー・エフ・リンク

・ 軽補修ＦＣ事業「「ＵＦ－Ｐｉｔ」のＦＣ本部及び直営店舗の運営を行っております。

・ 鈑金・塗装のインターネット・オークション事業「ｆａｂｒｉｃａ」の埼玉エリアＦＣ本部としての展開をしており

ます。

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉｎｋ

・ 行列のできる洗車場「ＪＡＶＡ（ジャバ）」のＦＣ加盟店として、直営店舗の展開を行う事を目的に、平成17年５月

に設立いたしました。

・ 携帯電話等を活用して、顧客へのアフターフォローシステムを提供するＡＳＰサービス「ＰＡＮＯ」の本格展開をス

タートいたしました。

これらの自動車関連子会社群による、「ＴＣＬＳ＝トータル・カー・ライフ・サポート」事業の展開を推進しており

ます。

 

③　医療・介護業界関連事業

㈱ＮＱＡ-Ｊａｐａｎ

・ 世界的なＩＳＯ審査登録機関であるＮＱＡ（英国ＵＫＡＳ認定）の日本国内エージェントとしてＩＳＯ審査サービス

を提供しております。　

・ ＩＳＯ９００１・１４００１の他、最近関心が高まっているＩＳＯ２７００１（情報セキュリティマネジメントシス

テム）や業界毎のセクター規格など、幅広い審査サービスを提供しています。ＩＳＯ９００１審査サービスでは、医

療分野を中心に事業展開しております。
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④　住宅・建設・不動産業界関連事業

㈱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及び経営全般に関わるコンサルティング及び前事業年度(平成19年５月期)より本格的

に市場投入を開始した戸建て住宅販売会社向け「ナビゲーション・プランニング・セールス・システム」の展開を

行っております。

 

 ⑤　その他の業界関連事業

㈱日本エル・シー・エー

・ 当社が開発したホワイトカラーの知的生産性向上システム「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。また、「モチベーション研修（ポジティブリーダー研修）」、「メンタルヘルスマネジメント研修」や、従

業員の満足度向上のための課題診断ツール「ＶＯＥ(Ｖoice Ｏf Ｅmployee)サーベイ」の展開をしております。

㈱エル・シー・エーコミュニケーションズ 

・ 自社コールセンターの運営、並びに顧客企業のコールセンター開設支援やコールセンターに関するコンサルティング

を行っております。

㈱ＬＣＡ－Ｉ

・ 平成18年４月に大学院大学を開学し、企業家育成のための教育プログラムを提供しております。

北京如水慧企業管理諮詢有限公司

・ 中国企業・日本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

月に子会社化いたしました。中国企業、日本企業に幅広いコンサルティングを提供しております。
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事業別セグメント 社名 設立時期 業務内容

外食業界  ㈱LCA-J　外食関連部門
外食店舗の活性化とCS向上、
計数管理コンサルティング

 ㈱LCA-J　自動車関連部門
FC加盟営業代行、
自動車関連ビジネスのコンサルティング

 ㈱リンク・プロモーション H12.12
自動車販売（新車販売/中古車買取販売など）
の店舗運営並びに車販売・買取のFC事業

 ㈱ユー･エフ･リンク H14.10
自動車の軽補修サービスのFC事業、
埼玉における板金・修理のオークション
ビジネスの地区本部

 ㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉｎｋ H17.05 店舗支援サービス及び洗車場店舗運営事業

医療・介護業界  ㈱NQA-Japan H15.07 ＩＳＯ審査サービス

住宅・建設・不動産業界  ㈱LCA-J　住宅・建設・不動産関連部門 住宅・建設・不動産ビジネスコンサルティング

 ㈱LCA-J　コンサルティング部門
上記業界以外の経営コンサルティング・
人材教育研修

 ㈱エル・シー・エーコミュニケーションズ H14.09
テレマーケティングの受託、
コールセンター向けコンサルティング

 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コンサルティング

 ㈱LCA-I H17.01
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

 ㈱エスジー・リンク H15.11 韓国企業へのコンサルティング

 凌空行（上海）企業経営有限公司 H16.02 日本企業の中国進出コンサルティング

 ㈱リンク･ポット H16.06 コーヒーストア「銀の豆」のＦＣ本部

 ㈱ＩＳＢコンサルティング H18.10 銀行代理業に関するコンサルティング

 ㈱エム・シー・アイ H19.05
製薬企業向けマーケティングリサーチ、
e-マーケティング代行支援業務並びに
コンサルティング

関連会社

自動車関連業界

その他の業界

 

 注）表中の㈱LCA-Jは、株式会社日本エル・シー・エーを表します。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社グループは、“Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐｒｏｖｉｄｅｒ（知識資本の提供者）”として、顧客企

業が属する業界の中で、真の成長を継続するための成功要因を見出す“１．Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ機能”、その成長を

実現するために最も重要な人的資源の開発・育成を行う“２．Ｆａｃｔｏｒｙ機能”、成長のために不足する経営機能

の代行を行う“３．Ｏｕｔｓｏｕｒｃｅｒ機能”を提供することにより、「知識資本の提供者として無限の価値を創造

する」とともに、“Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐｒｏｍｏｔｅｒ（知識資本の促進者）”として「知識資本

を使ってＬＣＡ自身が実業を推進する」ことで実践的なノウハウを蓄積し、顧客企業の成長・発展に寄与することを事

業コンセプトとしています。そのための戦略として、「外食業界」「住宅・建設・不動産業界」「教育・研修事業」

「自動車関連業界」「その他の業界」の活性化に向けた成功要因を創出し、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（変革者）”としての役割を担うことを目指します。 

(2）目標とする経営指標

当社グループは、グループ全体の企業価値を向上していくことを経営の目標としています。従って、ＲＯＥ（株主資

本利益率）の改善、純資産の部の強化に向けた営業利益率の改善、有利子負債の早期圧縮の３点を重要な経営指標に据

え、経営を行ってまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社グループでは、当連結会計年度より、「１．コンサルティング事業における３つの高収益分野の確立」、「２．

自動車関連分野における３つのフランチャイズ事業のビジネスモデルの熟成と成長基盤の確立」、「３．三年後の次

なる飛躍を実現する東アジア向け戦略の本格展開」の３つの大方針を中期経営計画で掲げ、推進しております。

 具体的には、以下の施策を実行してまいります。

①　「コンサルティング事業における３つの高収益分野の確立」について

・ 「外食分野」では、業界Ｎｏ.１の実績を有する「ミステリーショッピングリサーチ」において、圧倒的な導入店

舗実績を獲得することで顧客基盤をさらに拡大し、外食分野向けのコンサルティングや、外食業界向け店舗管理

支援システム「＠ｂｉｎｏ」等の拡大を行う。また、外食業界で確立した「ミステリーショッピングリサーチ」

を外食以外の業界にも積極的な展開をスタートする。

・ 「住宅・建設・不動産分野」においては、ナビゲーション・プランニング・セールス・システムの拡大により顧

客構造を確立し、それらの顧客構造に対して経営コンサルティング・教育研修の展開を行うだけでなく、建設部

材の流通等も視野にいれた展開をすべく体制を整える。また、都市綜研インベストバンク㈱との業務資本提携に

より不動産流動化コンサルティング等のノウハウ構築を行い、不動産分野に対するサービスの拡大を目指す。

・ 「教育・研修事業分野」においては、従業員満足度向上のための診断ツール「ＶＯＥ（Ｖoice Ｏf Ｅmployee）

サーベイ」や、定期的に実施される各種企業内研修の提供を通して顧客構造を確立するとともに、前述の異業種

向けミステリーショッピングリサーチを導入した非外食系企業に対する教育研修を提供することを目指す。

②「自動車関連分野における３つのフランチャイズ事業のビジネスモデルの熟成と成長基盤の確立」について

・ 「自動車関連業界」においては、自動車販売・買取のＦＣパッケージ「愛車広場カーリンク」、水性塗料を用い

た日本初の軽補修ＦＣパッケージ「ＵＦ-Ｐｉｔ」、鈑金・塗装のインターネットオークション「ｆａｂｒｉｃ

ａ」の３つのＦＣビジネス（当社グループ独自ブランド）のシナジーを活かした展開を行うとともに、全国ブラ

ンドとすべくＦＣ加盟開発を積極的に推進する。

③「三年後の次なる飛躍を実現する東アジア向け戦略の本格展開」について

・ 韓国においては、業務提携先である韓国能率協会コンサルティングとの連携をさらに強化し、韓国大手企業を対

象とした経営コンサルティングサービスの拡大を実現する。

・ 中国においては、業務提携先である西安交通大学との連携をさらに強化し、特に技術系人材の採用に課題を抱え

ている日本企業向けに「中国人材採用支援サービス」を展開する。

(4）会社の対処すべき課題

 当社グループが対処すべき課題は、キャッシュ・フローの改善を実現するために必要な「財務体質の改善」、「収

益力の回復」及び「経営コンサルタントの育成」であると考えております。

「財務体質の改善」につきましては、平成18年５月期より「財務体質の強化」を方針として掲げ、推進してまいりま

したが、当連結会計年度においては、次連結会計年度以後の金融商品取引法への対応準備と、さらなる成長戦略実現

に向けた選択と集中を考慮し、商品在庫の見直しと減損処理を保守的に実施することとし、子会社株式評価損、債務

保証損失引当金繰入の処理を進めたこと等により、想定以上の損失が発生する結果となりました。 

「収益力の回復」につきましては、利益率の高い「経営コンサルティング」をベースに業種特化戦略、機能特化戦略

を継続して推進するとともに、自動車関連のＦＣ加盟開発を強化する予定です。
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また、当社グループにとって最も重要な財産である「経営コンサルタントの育成」につきましては、従業員満足度

を高めるためのモチベーション施策の実施、権限委譲の推進等をはじめとした教育システムの充実を通じて、若手人

材の早期育成と、中堅人材のマネジメント力の向上を実現いたします。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当する事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年11月20日）

当中間連結会計期間末
（平成19年11月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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  671,216   479,624   1,762,105  

２．受取手形及び売掛
金

  2,356,683   1,916,034   1,903,461  

３．たな卸資産   1,023,709   655,779   962,663  

４．繰延税金資産   209,642   315,114   172,530  

５．短期貸付金   139,744   212,317   185,208  

６．その他   218,879   315,623   688,780  

７．貸倒引当金   △856,709   △388,137   △370,326  

流動資産合計   3,763,166 38.0  3,506,357 44.6  5,304,422 51.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物  203,096   165,944   179,232   

(2）車輌運搬具  14,589   10,270   11,707   

(3）工具、器具及び
備品

 54,533 272,220  35,749 211,964  42,567 233,508  

２．無形固定資産           

(1) のれん  －   509,968   535,273   

(2) その他  61,417 61,417  145,107 655,076  108,957 644,230  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 2,674,645   2,200,382   2,362,932   

(2）長期貸付金  4,197,401   2,025,301   2,461,467   

(3）長期前払費用  736,492   535,952   688,062   

(4）繰延税金資産  217,407   82,318   185,317   

(5）その他  1,126,787   564,013   867,021   

(6）貸倒引当金  △3,154,570 5,798,163  △1,922,237 3,485,732  △2,426,987 4,137,813  

固定資産合計   6,131,801 62.0  4,352,772 55.4  5,015,552 48.6

資産合計   9,894,968 100.0  7,859,130 100.0  10,319,975 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年11月20日）

当中間連結会計期間末
（平成19年11月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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

  112,928   140,330   161,538  

２．短期借入金 ※２  1,670,597   1,529,648   1,084,217  

３．１年以内返済予定
長期借入金

※２  2,367,450   1,594,434   1,917,302  

４．未払金   867,700   956,505   853,550  

５．未払法人税等   39,724   44,482   31,764  

６．前受金   －   393,187   －  

７．債務保証損失引当
金

  －   211,771   －  

８．１年以内リース資
産減損勘定 

  5,804   －   －  

９．その他   641,981   391,808   675,332  

流動負債合計   5,706,185 57.7  5,262,168 67.0  4,723,706 45.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  2,406,417   414,963   1,634,692  

２．社債   －   358,400   358,400  

３．退職給付引当金   69,694   49,680   59,983  

４．役員退職慰労引当
金

  253,356   265,036   261,012  

５．債務保証損失引当
金

  －   33,848   －  

６．偶発損失引当金   －   141,000   －  

７．リース資産減損勘
定 

  5,992   －   －  

８．その他   46,352   28,135   40,527  

固定負債合計   2,781,813 28.1  1,291,064 16.4  2,354,615 22.8

負債合計   8,487,999 85.8  6,553,232 83.4  7,078,321 68.6

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   2,367,404 23.9  2,787,404 35.5  2,787,404 27.0

２．資本剰余金   1,672,011 16.9  2,092,011 26.6  2,092,011 20.3

３．利益剰余金   △2,972,049 △30.0  △3,690,599 △47.0  △1,792,948 △17.4

４．自己株式   △927 △0.0  △927 △0.0  △927 △0.0

株主資本合計   1,066,439 10.8  1,187,888 15.1  3,085,540 29.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  339,603 3.4  118,009 1.5  136,581 1.3

２．為替換算調整勘定   925 0.0  － －  1,118 0.0

評価・換算差額等合計   340,528 3.4  118,009 1.5  137,700 1.3

Ⅲ　少数株主持分   － －  － －  18,413 0.2

純資産合計   1,406,968 14.2  1,305,897 16.6  3,241,653 31.4

負債純資産合計   9,894,968 100.0  7,859,130 100.0  10,319,975 100.0
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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18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19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18年５月21日
至　平成19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   7,741,114 100.0  3,790,866 100.0  12,734,202 100.0

Ⅱ　売上原価   4,487,028 58.0  2,903,258 76.6  7,730,226 60.7

売上総利益   3,254,085 42.0  887,607 23.4  5,003,975 39.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,582,182 46.3  1,698,103 44.8  4,766,911 37.4

営業利益(△損失)   △328,096 △4.3  △810,495 △21.4  237,064 1.9

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息及び受取配
当金

 39,280   13,659   46,939   

２．投資有価証券売却益  －   －   47,500   

３．投資事業組合収益  18,805   －   17,870   

４．事業転売収益  －   50,418   －   

５．その他  14,101 72,187 0.9 14,844 78,922 2.1 25,085 137,395 1.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  91,491   65,425   177,815   

２．持分法による投資損
失

 1,264   41,165   15,386   

３．シンジケートローン
手数料償却 

 37,659   38,743   76,042   

４．その他  10,813 141,229 1.8 26,255 171,590 4.5 32,339 301,584 2.4

経常利益(△損失)   △397,139 △5.2  △903,164 △23.8  72,875 0.6

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売却益  －   －   53,188   

２．関係会社株式売却益  472,748   19,767   2,213,677   

３．その他  23,328 496,076 6.4 1,068 20,835 0.5 26,640 2,293,506 18.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産処分損  78,707   28,375   98,434   

２．投資有価証券評価損  61,665   93,111   103,542   

３．事業整理損  －   －   189,365   

４．貸倒引当金繰入額  567,102   146,894   644,641   

５．債権放棄損失  －   －   331,206   

６．減損損失 ※２ 55,122   143,815   97,989   

７．商品評価損  －   236,000   －   

８．債務保証損失引当金
繰入額

 －   245,620   －   

９．偶発損失引当金繰入
額

 －   141,000   －   

10．その他  68,754 831,352 10.7 15,313 1,050,131 27.7 214,565 1,679,744 13.2

税金等調整前中間
（当期）純利益（△
純損失）

  △732,415 △9.5  △1,932,459 △51.0  686,637 5.4

法人税、住民税及び
事業税

 34,882   11,985   64,184   

法人税等調整額  330,967 365,849 4.7 △26,798 △14,813 △0.4 523,204 587,388 4.6

少数株主損失   23,914 0.3  18,413 0.5  5,501 0.0

中間（当期）純利益
（△純損失）

  △1,074,350 △13.9  △1,899,232 △50.1  104,750 0.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年５月21日　至　平成18年11月20日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年５月20日　残高
（千円）

2,367,404 1,672,011 △1,897,698 △927 2,140,789

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失（千円）   △1,074,350  △1,074,350

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額)

(千円）

    －

中間連結会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － △1,074,350 － △1,074,350

平成18年11月20日　残高（千
円）

2,367,404 1,672,011 △2,972,049 △927 1,066,439

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年５月20日　残高
（千円）

1,334,136 1,087 1,335,223 260,187 3,736,200

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失（千円）     △1,074,350

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額)

(千円）

△994,532 △162 △994,694 △260,187 △1,254,882

中間連結会計期間中の変動額合
計 （千円）

△994,532 △162 △994,694 △260,187 △2,329,232

平成18年11月20日　残高
（千円）

339,603 925 340,528 － 1,406,968
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当中間連結会計期間（自　平成19年５月21日　至　平成19年11月20日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年５月20日　残高
（千円）

2,787,404 2,092,011 △1,792,948 △927 3,085,540

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失（千円）   △1,899,232  △1,899,232

持分法適用会社減少に伴う
増加高

  1,581  1,581

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額)

(千円）

     

中間連結会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － △1,897,651 － △1,897,651

平成19年11月20日　残高（千
円）

2,787,404 2,092,011 △3,690,599 △927 1,187,888

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成19年５月20日　残高
（千円）

136,581 1,118 137,700 18,413 3,241,653

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失（千円）     △1,899,232

持分法適用会社減少に伴う増
加高

    1,581

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額)

(千円）

△18,572 △1,118 △19,691 △18,413 △38,104

中間連結会計期間中の変動額合
計 （千円）

△18,572 △1,118 △19,691 △18,413 △1,935,755

平成19年11月20日　残高
（千円）

118,009 － 118,009 － 1,305,897
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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）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年５月20日　残高

　　　　　　　　（千円）
2,367,404 1,672,011 △1,897,698 △927 2,140,789

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円） 420,000 420,000   840,000

当期純利益（千円）   104,750  104,750

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

     

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
420,000 420,000 104,750 － 944,750

平成19年５月20日　残高

（千円）
2,787,404 2,092,011 △1,792,948 △927 3,085,540

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年５月20日　残高

（千円）
1,334,136 1,087 1,335,223 260,187 3,736,200

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円）     840,000

当期純利益（千円）     104,750

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

△1,197,554 30 △1,197,523 △241,774 △1,439,297

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△1,197,554 30 △1,197,523 △241,774 △494,547

平成19年５月20日　残高

（千円）
136,581 1,118 137,700 18,413 3,241,653
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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18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19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18年５月21日
至　平成19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（△
純損失）

 △732,415 △1,932,459 686,637

減価償却費  231,428 188,359 379,307

減損損失  55,122 143,815 97,989

シンジケートローン
手数料償却

 37,659 38,743 76,042

債権放棄損失  － － 331,206

貸倒損失  － － 125,538

退職給付引当金の増
減額（△減少）

 2,328 △10,302 △4,576

役員退職慰労引当金
の増減額（△減少）

 △10,728 4,024 512

貸倒引当金の増減額
（△減少）

 567,102 116,283 △191,746

債務保証損失引当金
の増加額

 － 245,620 －

偶発損失引当金の増
加額

 － 141,000 －

受取利息及び受取配
当金

 △39,280 △13,659 △46,939

投資有価証券売却益  － － △100,688

関係会社株式売却益  △472,748 △19,767 △2,213,677

支払利息  91,491 65,425 177,815

持分法による投資損
失

 1,264 41,165 15,386

固定資産処分損  78,707 28,375 98,434

投資有価証券評価損  61,665 93,111 103,542

売上債権の増加額  △205,925 △90,356 △250,755

たな卸資産の増減額
（△増加）

 △124,570 119,455 △467,506

仕入債務の増減額
（△減少）

 △13,317 △21,208 35,292

未払金の増加額  191,900 130,887 630,267

前受金の増減額　
（△減少）

 △26,469 68,790 11,509

その他  201,043 121,056 81,501

小計  △105,741 △541,639 △424,907
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前中間連結会計期間

（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19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18年５月21日
至　平成19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

 5,352 8,796 6,827

利息の支払額  △103,245 △69,698 △199,433

法人税等の支払額  △27,004 △2,474 △22,804

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △230,638 △605,016 △640,316

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 

 △150,504 △69,015 △326,515

定期預金払戻収入  － 226,214 74,215

有形固定資産の取得
による支出

 △87,184 △19,766 △154,008

無形固定資産の取得
による支出

 － △106,644 －

投資有価証券の取得
による支出

 △61,000 △20,600 △62,490

投資有価証券の売却
による収入

 623,918 40,239 1,055,022

関係会社株式の売却
による収入

 － 495,000 －

連結除外子会社株式
の売却による収入 

 486,109 － 1,947,816

長期前払費用の取得
による支出

 △30,220 △123,739 △28,874

貸付による支出  － △53,567 △49,665

貸付金の回収による
収入

 220,206 224,938 316,657

その他  65,146 △3,242 302,856

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,066,471 589,816 3,075,015
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前中間連結会計期間

（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19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18年５月21日
至　平成19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）

 △184,524 427,928 △722,978

長期借入れによる収
入

 300,000 90,000 310,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △1,533,575 △1,615,094 △2,807,950

社債発行による収入  － － 357,566

株式の発行による収
入

 － － 835,490

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,418,099 △1,097,166 △2,027,871

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － △64 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
減少額

 △582,265 △1,112,430 406,827

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,013,078 1,419,905 1,013,078

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

 430,812 307,474 1,419,905
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

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）

当社及び当グループ各社は、引続き

厳しい経営環境のなかで、収益性向上

とキャッシュ・フロー改善にグループ

の総力をあげて取組んでおりますが、

当中間連結会計期間において328百万

円の営業損失、1,074百万円の中間純

損失を計上しております。また、営業

キャッシュ・フローについても当中間

連結会計期間に230百万円のマイナス

となっております。さらに、保有株式

の株価下落によりその他有価証券評価

差額金が大幅な減少となり純資産の部

が減少した結果、シンジケートローン

契約（平成18年11月20日現在実行額

4,286百万円）の一部につき財務制限

条項に抵触する事実が発生しており、

当該状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。

当社及び当グループ各社は、このよ

うな状態を解消すべく、平成18年12月

に策定した今後３ヵ年の経営計画に基

づき、コンサルティング事業の高収益

化の実現と、営業キャッシュ・フロー

の改善に取り組んでまいります。

また、金融機関に対しては、当該シ

ンジケートローン契約の継続について

交渉し、期限の利益喪失による一括返

済義務が生じないよう対処する所存で

あります。

中間連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重

要な疑義の影響を中間連結財務諸表に

は反映しておりません。

 当社及び当グループ各社は、引続

き厳しい経営環境のなかで、収益性向

上とキャッシュ・フロー改善にグルー

プの総力をあげて取組んでおりますが、

当中間連結会計期間において810百万

円の営業損失、1,899百万円の中間純

損失を計上しております。また、営業

キャッシュ・フローについても当中間

連結会計期間に605百万円のマイナス

となっております。この結果、シンジ

ケートローン契約（平成19年11月20日

現在実行額1,656百万円）において財

務制限条項に抵触する事実が発生して

おり、当該状況により、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しており

ます。

当社及び当グループ各社は、このよ

うな状態を解消すべく、平成19年12月

に策定した今後３ヵ年の経営計画に基

づき、コンサルティング事業の高収益

化の実現による営業キャッシュ・フ

ローの改善に加え、直接金融による資

金調達の実現に取り組んでまいります。

また、金融機関に対しては、当該シ

ンジケートローン契約の継続について

交渉し、期限の利益喪失による一括返

済義務が生じないよう対処する所存で

あります。

中間連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重

要な疑義の影響を中間連結財務諸表に

は反映しておりません。

当社及び当グループ各社は、引続き

厳しい経営環境のなかで、財務体質改

善に向けて各種財務戦略を実行しつつ、

収益性向上とキャッシュ・フロー改善

にグループの総力をあげて取組みまし

た結果、当連結会計年度において営業

キャッシュ・フローは640百万円のマ

イナスではあるものの、237百万円の

営業利益、104百万円の純利益を計上

することができました。しかし、当中

間連結会計期間末にて抵触しておりま

した財務制限条項の解消までは至らず、

シンジケートローン契約（平成19年5

月20日現在実行額3,154百万円）の財

務制限条項に抵触する事実が発生して

おります。当該状況により、引続き継

続企業の前提に関する重要な疑義が生

じております。

当社及び当社グループ各社は、この

ような状態を解消すべく、平成19年７

月に策定した今後３ヵ年の経営計画に

基づき、引続きコンサルティング事業

の高収益化の実現と、営業キャッ

シュ・フローの改善に取り組んでまい

ります。

また、金融機関に対しては、当連結

会計年度において黒字転換できた状況

等を確認いただきながら当該シンジ

ケートローンの契約の継続について交

渉し、期限の利益喪失による一括返済

義務が生じないよう対処する所存であ

ります。

連結財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な

疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。
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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18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

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）

１．連結の範囲に関する事項 (1)　連結子会社の数　６社

連結子会社名

㈱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、㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋ

  前連結会計年度において連結子

会社でありました㈱イデア・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　６社

連結子会社名

㈱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、㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋ

(1)　連結子会社の数　６社

連結子会社名

㈱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、㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋ

　当連結会計年度において新設分

割により設立いたしました㈱エ

ム・シー・アイについては、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㈱イデア・リン

クは、株式の売却により当連結会

計年度（上期末）より連結の範囲

から除いております。

 (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

めておりません。

(2)　　　　　 同左 (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、当期純損益(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、連結の範囲に含めてお

りません。

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

３社

(1)　持分法適用の関連会社数

５社

(1） 持分法適用の関連会社数

６社

主要な会社名

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

主要な会社名

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、㈱ＩＳＢコンサ

ルティング、㈱エム・シー・ア

イ

　前連結会計年度において持分

法適用の関連会社であった㈱リ

ンク・トラストについては、株

式の譲渡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。

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、㈱リンク・トラスト、㈱

ＩＳＢコンサルティング、㈱エ

ム・シー・アイ

　㈱エム・シー・アイについては、

上記１．「連結の範囲に関する事

項」に記載した事由により持分法

適用会社としております。

　㈱リンク・トラスト及び㈱ＩＳ

Ｂコンサルティングは、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。

(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、中

間純損益（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

ても中間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）　　　　　同左 (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、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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

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）

(3)持分法を適用していない関連会

社（㈱リンクトラスト、㈱ＩＳＢ

コンサルティング）については、

中間純損益（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、持分法の適用から除

いても中間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。

(3)　　　　───── (3)　　　　─────

(4)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。

(4)　　　　 同左 (4)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

   

㈱リンク・プロ

モーション
 10月31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  中間決算日

   

㈱リンク・プロ

モーション
 10月31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

  

㈱リンク・プロ

モーション
4月30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＊

㈱Ａｃｔｉｖｅ 

Ｌｉｎｋ
4月30日＊

* 　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。

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

価差額は全部純資産直

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

全部純資産直入法により

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

②　デリバティブ

…時価法

②　デリバティブ

…　　同左

②　デリバティブ

…　 同左

 

③　たな卸資産

主として総平均法による原

価法 

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

主として総平均法による原価

法
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

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）

(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

…８～18年

工具、器具及び備品

…４～15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 

(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

（会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間連

結会計期間より、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しており

ます。

この変更による影響は軽微であ

ります。

（追加情報）

当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に達した連

結会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。

この変更による影響は軽微で

あります。

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。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

 　のれん　　　　　５年

 　ソフトウェア　　５年

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

②　　　　　────

 

 ②　債務保証損失引当金

 代位弁済に伴う損失の発生

に備えるため被保証会社の財政

状態を勘案し、損失負担見込額

を計上しております。

②　　　　　────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

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）

③　　　　　──── 

 

 ③　偶発損失引当金 

 将来発生する可能性の高い

偶発損失に備え、偶発事象毎に

個別のリスク等を勘案し、合理

的に算出した負担損失見込み額

を計上しております。

③　　　　　──── 

 

④　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。

④　退職給付引当金

同左

④　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。

⑤　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。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　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）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、

換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分

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 

同左

(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

は純資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含めて

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

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）

(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

　原則として繰延ヘッジ処理

によっております。なお、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

処理によっております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ア．ヘッジ手段…金利スワップ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ア．ヘッジ手段…同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ア．ヘッジ手段…同左

イ. ヘッジ対象…変動金利の借

入金利息

イ. ヘッジ対象…同左 イ. 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

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判

定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相

場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎に判定して

おります。

　なお、特例処理の適用要件

を充たしている金利スワップ

については、有効性が保証さ

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．　　────　

②　繰延資産の処理方法

ア．　　────　

②　繰延資産の処理方法

ア．株式交付費

 支出時に全額費用として処

理しております。

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18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

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）

 ──────  ────── （ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当連結会計年度より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号　平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第11号　平成18年５月31日

最終改正）を適用しております。

  この変更による影響は軽微でありま

す。   

（加盟金売上の処理方法） 

  従来、フランチャイズ加盟金の売上

計上基準については、加盟契約の締結

及び加盟金の入金をもって売上計上す

る方法によっておりましたが、売上認

識をより客観的・保守的に行うため、

当中間連結会計期間より加盟店の出店

確定時に売上計上する方法に変更いた

しました。

　この変更による影響は軽微でありま

す。

 ────── （加盟金売上の処理方法）

　従来、フランチャイズ加盟金の売上

計上基準については、加盟契約の締結

及び加盟金の入金をもって売上計上す

る方法によっておりましたが、加盟契

約後出店に至らず加盟金の返金等を行

うケースが生じていることから、売上

認識をより客観的・保守的に行うため、

当連結会計年度より加盟店の出店確定

時に売上計上する方法に変更いたしま

した。

　この変更により売上高、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益

が、それぞれ20,000千円減少しており

ます。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。
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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18年11月20日）

当中間連結会計期間末
（平成19年11月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年５月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       367,485千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

293,157千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

326,078千円

※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 41,691千円

投資有価証券 1,683,870

計 1,725,561

投資有価証券 630,240千円

計 630,240

定期預金 41,691千円

投資有価証券 1,493,475

計 1,535,166

(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    570,000千円

長期借入金 180,000

（１年以内返済予定額を含む）

計 750,000

短期借入金 20,000千円

長期借入金 60,000

（１年以内返済予定額を含む）

計 80,000

短期借入金 310,000千円

長期借入金 120,000

（１年以内返済予定額を含む）

計 430,000

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     13,475千円

㈱バスク    1,130

㈱バイタルプレスト     20,394

㈱リンク・ポット 50,000

㈱ケア・リンク 120,000

㈱イデア・リンク 691,500

計 896,499

㈱バイタルプレスト 4,783千円

㈱リンク・ポット 20,002

㈱ケア・リンク 80,000

㈱イデア・プラス 534,700

計 639,485

㈱エステートセイワ 6,125千円

㈱イデア・リンク 668,100

㈱バイタルプレスト 17,580

㈱リンク・ポット 45,002

㈱ケア・リンク 100,000

計 836,807

(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

㈱エル・シー・エー・

リコンストラクション
     2,056千円

㈱リンク・ポット 12,322

オーナーズエージェン

ト㈱
3,267

㈱ドリームエクスプ

ローラ
984

㈱メディアコミュニ

ケーションズ
294,313

㈱ケア・リンク 1,788,077

㈱イデア・リンク 19,201

計 2,120,224

㈱リンク・ポット 9,063千円

㈱ケア・リンク 1,538,959

㈱イデア・プラス 8,623

計 1,556,647

㈱エル・シー・エー・

リコンストラクション
1,408千円

㈱リンク・ポット 21,687

㈱イデア・リンク 12,298

㈱ケア・リンク 1,658,465

㈱メディアコミュニ

ケーションズ
252,565

計 1,946,425

（3）割賦購入債務に対する債務保証  (3)        ──────  (3)        ──────

㈱リンク・ポット 12,924千円

計 12,924
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前中間連結会計期間末
（平成18年11月20日）

当中間連結会計期間末
（平成19年11月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年５月20日）

　４　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。

　４　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。

　４　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

     750百万円

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)  　　  　 ────── (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　当連結会計年度末残高

300百万円

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

     1,250百万円

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。

(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

       550百万円

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　当連結会計年度末残高

1,000百万円

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。

(3)　㈱みずほ銀行を主幹事とする 

 平成18年1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　2,150百万円

②　当中間連結会計期間末残高

 　1,536百万円

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18年1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　2,150百万円

②　当中間連結会計期間末残高

 　  706百万円

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18年1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　2,150百万円

②　当連結会計年度末残高　1,229百万円

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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前中間連結会計期間末
（平成18年11月20日）

当中間連結会計期間末
（平成19年11月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年５月20日）

(4)　㈱みずほ銀行を主幹事とする 

 平成18年1月25日付シンジケート・ロー

ン契約 

①　特定融資枠契約の総額　1,000百万円

②　当中間連結会計期間末残高　　

 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17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。

(4)　㈱みずほ銀行を主幹事とする 

 平成18年1月25日付シンジケート・ロー

ン契約 

①　特定融資枠契約の総額　1,000百万円

②　当中間連結会計期間末残高　　

 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17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。

(4)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成18年1月25日付シンジケート・

ローン契約

　①　特定融資枠契約の総額　1,000百万円

 ②　当連結会計年度末残高　　625百万円 

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17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18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

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）

※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 298,567千円

役員報酬      130,686

従業員給与 783,225

役員退職慰労引当金

繰入額
11,880

退職給付費用 2,639

雑給 660,869

地代家賃 443,906

広告宣伝費 114,967千円

役員報酬 116,909

従業員給与 599,225

役員退職慰労引当金

繰入額
14,704

退職給付費用 1,377

雑給 27,277

地代家賃 129,328

広告宣伝費      436,071千円

役員報酬 221,031

従業員給与 1,206,896

雑給 701,389

役員退職慰労引当金

繰入額
23,120

退職給付費用 4,977

地代家賃 578,695

※２　減損損失

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

地域 用途 種類
減損損失
(千円)

首都圏  店舗設備
建物及び

構築物等
13,656

 近畿圏  店舗設備
建物及び

構築物等
1,361

 中部圏  店舗設備
建物及び

構築物等
9,435

 その他
 販売業務

施設等

建物及び

構築物等 
30,668

当社グループは、事業用資産について

は主として管理会計上の区分により、ま

た、遊休資産については個々の資産別に

グルーピングを行っております。 

その結果、一部の事業用資産について

は今後経常的な損失が予想されるため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（55,122千円）とし

て特別損失に計上しております。その内

訳は、建物及び構築物21,667千円、工具

器具及び備品3,149千円、のれん25,315千

円、ソフトウェア622千円、電話加入権903

千円及びリース資産3,462千円であります。

なお、回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フロー

を５％で割り引いて算定しております。

※２　減損損失

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

地域 用途 種類
減損損失
(千円)

－ －

のれん、

長期前払

費用

143,815

当社グループは、事業用資産について

は主として管理会計上の区分により、ま

た、遊休資産については個々の資産別に

グルーピングを行っております。 

その結果、一部の事業用資産について

は今後経常的な損失が予想されるため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（143,815千円）とし

て特別損失に計上しております。その内

訳は、のれん20,000千円、長期前払費用

123,815千円であります。

なお、回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フロー

を５％で割り引いて算定しております。

※２　減損損失

当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

地域 用途 種類
 減損損失
 （千円）

首都圏 店舗設備
建物及び

構築物等
13,656

近畿圏 店舗設備
建物及び

構築物等
1,361

中部圏 店舗設備
建物及び

構築物等
9,435

その他
販売業務

施設等

のれん、

長期前払

費用他

73,535

当社グループは、事業用資産について

は主として管理会計上の区分により、ま

た、遊休資産については個々の資産別に

グルーピングを行っております。 

その結果、一部の事業用資産について

は今後経常的な損失が予想されるため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（97,989千円）とし

て特別損失に計上しております。その内

訳は、建物及び構築物21,667千円、工具、

器具及び備品3,149千円、のれん25,315千

円、ソフトウェア622千円、その他無形固

定資産5,445千円、長期前払費用38,325千

円及びリース資産3,462千円であります。

なお、回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フロー

を５％で割り引いて算定しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年５月21日　至　平成18年11月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末

株式数

当中間連結会計期間

増加株式数

当中間連結会計期間

減少株式数

当中間連結会計期間

末株式数

（株) （株） （株） （株）

発行済株式

普通株式 21,526,320 － － 21,526,320

合計 21,526,320 － － 21,526,320

自己株式

普通株式 785 － － 785

合計 785 － － 785

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自　平成19年５月21日　至　平成19年11月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末

株式数

当中間連結会計期間

増加株式数

当中間連結会計期間

減少株式数

当中間連結会計期間

末株式数

（株) （株） （株） （株）

発行済株式

普通株式 28,526,320 － － 28,526,320

合計 28,526,320 － － 28,526,320

自己株式

普通株式 785 － － 785

合計 785 － － 785

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結会
計期間末
残高

（百万円）
前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間　

増加

当中間連結
会計期間　

減少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

平成18年新株予約権 普通株式 1,200 － － 1,200 －

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 1,200 － － 1,200 －

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

㈱日本エル・シー・エー(4798) 平成 20 年 5 月期中間決算短信

－ 36 －



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）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数

当連結会計年度

増加株式数

当連結会計年度

減少株式数

当連結会計年度末

株式数

 （株） （株） （株） （株） 

 発行済株式     

 普通株式　（注） 21,526,320 7,000,000 － 28,526,320

 合計 21,526,320 7,000,000 － 28,526,320

 自己株式     

 普通株式　 785 － － 785

 合計 785 － － 785

（注）普通株式の発行済株式総数の増加7,000,000株は、新株の発行による増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成18年新株予約権（注） 普通株式 － 1,200 － 1,200 －

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － 1,200 － 1,200 －

 （注）平成18年新株予約権の当連結会計年度増加は、転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の発行によるもので

あります。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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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18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

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）

(1) 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18年11月20日現在）

(1) 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19年11月20日現在）

(1) 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19年５月20日現在）

現金及び預金勘定      671,216千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△240,404

現金及び現金同等物     430,812

現金及び預金勘定 479,624千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△172,150

現金及び現金同等物 307,474

現金及び預金勘定 1,762,105千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△342,199

現金及び現金同等物 1,419,905

(2) 当中間連結会計期間に株式の売却により

連結子会社でなくなった会社の資産及び負

債の主な内訳 

株式の売却により、㈱イデア・リンクが

連結子会社でなくなったことに伴う売却時

の資産及び負債の内訳 

流動資産      657,516千円

固定資産 1,937,014

　資産合計 2,594,531

流動負債 976,699

固定負債 951,766

　負債合計 1,928,466

(2)　　　　　　────── (2) 当連結会計年度に株式の売却により連結

子会社でなくなった会社の資産及び負債の

主な内訳

株式の売却により、㈱イデア・リンクが

連結子会社でなくなったことに伴う売却時

の資産及び負債の内訳

流動資産 657,516千円

固定資産 1,937,014

　資産合計 2,594,531

流動負債 976,699

固定負債 951,766

　負債合計 1,928,466

  株式の売却により、㈱エム・シー・アイ

が連結子会社でなくなったことに伴う売却

時の資産及び負債の内訳

流動資産 408,036千円

固定資産 11,539

　資産合計 419,576

流動負債 98,902

固定負債 6,390

　負債合計 105,293
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（有価証券関係）

（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18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 1,412,604 1,984,327 571,723

合計 1,412,604 1,984,327 571,723

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18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 607,270

非上場新株引受権 0

投資事業組合出資金 19,923

（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19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 1,251,175 1,449,843 198,668

合計 1,251,175 1,449,843 198,668

（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、合理的な反証がない

限り、回復見込みのない著しい下落とみなし減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を

考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

　当中間連結会計期間の減損処理は次のとおりであります。

株式　8,112千円

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19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 673,483

社債 20,000

投資事業組合出資金 4,300

（注）　当中間連結会計期間において一部減損処理を行い、減損処理後の帳簿価額を取得原価に計上しております。

当中間連結会計期間の減損処理額は次のとおりであります。

株式　84,999千円
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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19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 1,272,563 1,502,498 229,935

合計 1,272,563 1,502,498 229,935

（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、合理的な反証がない

限り、回復見込みのない著しい下落とみなし減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を

考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

　当連結会計年度の減損処理は次のとおりであります。

株式　　　　61,665千円

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19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 755,883

投資事業組合出資金 4,548

（注）　当連結会計年度において一部減損処理を行い、減損処理後の帳簿価額を取得原価に計上しております。

当連結会計年度の減損処理額は次のとおりであります。

株式　　　　41,876千円

（開示の省略）

 リース取引、デリバティブ取引関係、ストック・オプション等関係に関する注記事項については、中間決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。
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（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18年５月21日　至平成18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
3,518,982 2,474,282 573,960 388,433 722,361 63,094 7,741,114 － 7,741,114

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

6,987 721 － － 33,544 － 41,254 (41,254) －

計 3,525,969 2,475,003 573,960 388,433 755,906 63,094 7,782,368 (41,254) 7,741,114

営業費用 3,439,569 2,845,717 509,246 325,166 836,442 154,321 8,110,465 (41,254) 8,069,211

営業利益

（又は営業損失）
86,399 (370,713) 64,713 63,266 (80,535) (91,227) (328,096) － (328,096)

　（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

(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

 ３．「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」に記載のとおり、当中間連結会計期間より

フランチャイズ加盟金の売上計上基準については、加盟契約の締結及び入金をもって売上計上する方法から、

加盟店の出店確定時に売上計上する方法に変更いたしました。この変更による影響は軽微であります。
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当中間連結会計期間（自平成19年５月21日　至平成19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）

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
753,752 2,144,672 66,780 430,678 394,981 3,790,866 － 3,790,866

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
2,024 577 － － 13,060 15,662 (15,662) －

計 755,777 2,145,250 66,780 430,678 408,041 3,806,528 (15,662) 3,790,866

営業費用 666,186 2,701,122 74,379 397,154 778,180 4,617,024 (15,662) 4,601,362

営業利益

（又は営業損失）
89,591 (555,872) (7,599) 33,523 (370,138) (810,495) － (810,495)

　（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

(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、

中古車販売・買取事業の店舗運営、軽板金修理のＦＣ店舗展

開

(3）医療・介護業界関連事業 …　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

３．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間から平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産については改正後の減価償却の方法に、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法に変更しております。なお、この変

更による影響は軽微であります。

４．事業区分の変更

 前連結会計年度において独立掲記しておりました「キャリアディベロップメント事業」につきましては、当

該事業より撤退し、重要性が低下したことから、当中間連結会計期間より「その他業界関連事業」に含めて表

示することといたしました。
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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）

 
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
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

　（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

３．「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」に記載のとおり、当連結会計年度よりフランチャ

イズ加盟金の売上計上基準については、加盟契約の締結及び入金をもって売上計上する方法から、加盟店の出

店確定時に計上する方法に変更いたしました。この変更により、従来の方法によった場合に比べて、「自動車

業界関連事業」で20,000千円売上高及び営業利益が減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成18年５月21日　至平成18年11月20日）、当中間連結会計期間（自平成19年５月21

日　至平成19年11月20日）及び前連結会計年度（自平成18年５月21日　至平成19年５月20日）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18年５月21日　至平成18年11月20日）、当中間連結会計期間（自平成19年５月21

日　至平成19年11月20日）及び前連結会計年度（自平成18年５月21日　至平成19年５月20日）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18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

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）

１株当たり純資産額    65円36銭

１株当たり中間純損失 49円91銭

１株当たり純資産額 45円78銭

１株当たり中間純損失 66円銭58銭

１株当たり純資産額 112円99銭

１株当たり当期純利益 4円78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、潜在株式は

存在するものの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、潜在株式は

存在するものの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

期純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

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18年５月21日
至　平成18年11月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日)

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)

中間（当期）純利益(△純損失)

（千円）
△1,074,350 △1,899,232 104,750

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

(△純損失)（千円）
△1,074,350 △1,899,232 104,750

期中平均株式数（株） 21,525,535 28,525,535 21,909,096

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１種類（旧商

法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づく新

株予約権）499,000株。

＜当社＞

第１回転換社債型新株予

約権付社債（券面総額

350,400千円）及び新株

予約権１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）

469,000株）。

＜当社＞

第１回転換社債型新株予

約権付社債（券面総額

350,400千円）及び新株

予約権１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）

486,000株）。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

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）

　　当社は、平成18年12月８日開催の取締役

会において、第三者割当による第１回無担

保転換社債型新株予約権付社債の発行を決

議し、同年12月25日に発行いたしました。

その概要は次のとおりであります。

１．発行総額 350,400千円

２．発行価額 社債額面金額の100％

 （社債額面金額29,200千円）

３．発行価格 社債額面金額の100％

４．払込期日 平成18年12月25日

５．償還期限 平成22年12月29日に社債

額面金額の100％で償還

６．利率 年3.5％ 

７．本新株予約権の目的となる株式の種類及

び数

(1)種類 当社普通株式

(2)数 本新株予約権の行使により

当社が当社普通株式を新た

に交付する数は権利行使請

求に係る本社債の発行価額

の総額を転換価額で除した

数とする。

８．本新株予約権の総数　12個

９．本新株予約権の行使価額（転換価額）

 １株当たり　当初292円

　ただし、転換価額は、本新株予約権付

社債の要項に従い修正または調整される

ことがある。

10．新株予約権の行使期間 

　平成18年12月26日から平成22年12月24日

まで

11．新株予約権の行使の条件 

　新株予約権の一部行使はできないものと

する。

12．資金の使途

運転資金に充当

　　当社は、平成19年11月12日開催の取締役

会において、第三者割当による新株式の発

行について決議し、実行いたしました。そ

の概要は次のとおりであります。

１．発行新株式数 当社普通株式　

166,600株

２．発行価額 1株につき　150円

３．発行総額 24,990,000円

４．資本組入額 12,495,000円

５．申込期日 平成19年11月29日

６．払込期間 平成19年11月29日

～平成19年12月12日

７．資金の使途

借入金の返済及び運転資金に充当

─────
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年11月20日）
当中間会計期間末

（平成19年11月20日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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 ※２ 432,889   391,180   1,585,878   

２．受取手形  4,751   1,837   1,827   

３．売掛金  2,003,832   1,754,126   1,517,013   

４．たな卸資産  894,611   551,772   836,579   

５．短期貸付金 ※５ 32,182   334,750   124,330   

６．繰延税金資産  209,857   336,869   172,944   

７．その他  ※４ 280,068   431,504   843,832   

８．貸倒引当金  △529,477   △410,321   △219,491   

流動資産合計   3,328,716 31.5  3,391,719 44.9  4,862,914 45.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産  ※１          

(1) 建物  41,236   30,625   37,966   

(2) 車輌運搬具  11,972   8,346   9,700   

(3) 工具、器具及び
備品

 27,432   17,992   22,601   

計  80,641   56,964   70,268   

２．無形固定資産           

(1) のれん  －   509,968   535,273   

(2) その他  14,107   90,741   60,827   

計  14,107   600,710   596,100   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２ 2,611,521   2,127,027   2,262,931   

(2) 関係会社株式  2,020,150   551,776   1,687,850   

(3) 長期貸付金  4,120,643   1,948,895   2,386,359   

(4) 関係会社長期貸付
金

※５ 253,694   175,005   203,805   

(5) 繰延税金資産  217,651   90,658   191,288   

(6) その他  1,345,085   667,147   1,026,626   

(7) 貸倒引当金  △3,412,173   △2,058,775   △2,537,493   

計  7,156,573   3,501,735   5,221,368   

固定資産合計   7,251,323 68.5  4,159,410 55.1  5,887,738 54.8

資産合計   10,580,039 100.0  7,551,129 100.0  10,750,652 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年11月20日）
当中間会計期間末

（平成19年11月20日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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．買掛金  434   8,244   7,026   

２．短期借入金 ※２ 1,636,597   1,483,147   1,085,519   

３．１年以内返済予定長
期借入金

※２ 2,270,250   1,443,250   1,801,250   

４．未払金  774,916   993,261   849,424   

５．未払費用  132,438   145,089   133,246   

６．未払法人税等  20,310   26,798   16,047   

７．前受金  186,576   146,612   151,112   

８．債務保証損失引当金  －   211,771   －   

９．その他 ※４ 93,735   108,410   90,343   

流動負債合計   5,115,259 48.3  4,566,586 60.5  4,133,971 38.4

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 2,250,917   292,625   1,509,792   

２．社債  －   350,400   350,400   

３．退職給付引当金  69,694   49,680   59,983   

４．役員退職慰労引当金  253,356   265,036   261,012   

５．債務保証損失引当金  －   256,524   －   

６．偶発損失引当金  －   141,000   －   

７．その他  25,798   13,288   19,266   

固定負債合計   2,599,766 24.6  1,368,555 18.1  2,200,454 20.5

負債合計   7,715,025 72.9  5,935,142 78.6  6,334,425 58.9

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   2,367,404 22.4  2,787,404 36.9  2,787,404 25.9

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  1,672,011   2,092,011   2,092,011   

資本剰余金合計   1,672,011 15.8  2,092,011 27.7  2,092,011 19.5

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  77,752   77,752   77,752   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金  163,500   163,500   163,500   

繰越利益剰余金  △1,754,330   △3,621,762   △840,094   

利益剰余金合計   △1,513,078 △14.3  △3,380,510 △44.8  △598,842 △5.6

４．自己株式   △927 △0.0  △927 △0.0  △927 △0.0

株主資本合計   2,525,410 23.9  1,497,978 19.8  4,279,645 39.8

Ⅱ　評価・換算差額等          

１．その他有価証券評価
差額金

 339,603 3.2  118,009 1.6  136,581 1.3

評価・換算差額等合計  339,603 3.2  118,009 1.6  136,581 1.3

純資産合計  2,865,013 27.1  1,615,987 21.4  4,416,227 41.1

負債純資産合計  10,580,039 100.0  7,551,129 100.0  10,750,652 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年５月21日
至　平成19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   2,119,801 100.0  1,854,581 100.0  4,688,330 100.0

Ⅱ　売上原価   1,532,429 72.3  1,460,633 78.8  2,987,432 63.7

売上総利益   587,372 27.7  393,947 21.2  1,700,898 36.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  618,516 29.2  673,016 36.2  1,230,147 26.2

営業利益（△損
失）

  △31,144 △1.5  △279,068 △15.0  470,751 10.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  62,476 3.0  20,275 1.1  123,742 2.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  121,032 5.7  118,186 6.4  259,781 5.6

経常利益（△損
失）

  △89,699 △4.2  △376,979 △20.3  334,712 7.1

Ⅵ　特別利益 ※３  428,228 20.2  1,068 0.0  2,239,540 47.8

Ⅶ　特別損失 ※4,6  803,702 37.9  2,450,300 132.1  1,925,265 41.1

税引前中間(当期)
純利益（△純損
失）

  △465,174 △21.9  △2,826,211 △152.4  648,988 13.8

法人税、住民税及
び事業税

 10,527   6,056   8,412   

法人税等調整額  372,756 383,284 18.1 △50,600 △44,544 △2.4 574,799 583,211 12.4

中間（当期）純利
益（△純損失）

  △848,458 △40.0  △2,781,667 △150.0  65,776 1.4
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年５月21日　至　平成18年11月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年５月20日　残高

（千円）
2,367,404 1,672,011 1,672,011 77,752 163,500 △905,871 △664,619 △927 3,373,869

中間会計期間中の変動額

中間純利益(△損失)（千円）      △848,458 △848,458  △848,458

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

        －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － △848,458 △848,458 － △848,458

平成18年11月20日　残高

（千円）
2,367,404 1,672,011 1,672,011 77,752 163,500 △1,754,330 △1,513,078 △927 2,525,410

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年５月20日　残高

（千円）
1,333,982 1,333,982 4,707,851

中間会計期間中の変動額

中間純利益(△損失)(千円)   △848,458

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△994,378 △994,378 △994,378

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△994,378 △994,378 △1,842,837

平成18年11月20日　残高

（千円）
339,603 339,603 2,865,013
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当中間会計期間（自　平成19年５月21日　至　平成19年11月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年５月20日　残高

（千円）
2,787,404 2,092,011 2,092,011 77,752 163,500 △840,094 △598,842 △927 4,279,645

中間会計期間中の変動額

中間純利益(△損失)（千円）      △2,781,667 △2,781,667  △2,781,667

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － △2,781,667 △2,781,667 － △2,781,667

平成19年11月20日　残高

（千円）
2,787,404 2,092,011 2,092,011 77,752 163,500 △3,621,762 △3,380,510 △927 1,497,978

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年５月20日　残高

（千円）
136,581 136,581 4,416,227

中間会計期間中の変動額

中間純利益(△損失)(千円)   △2,781,667

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△18,572 △18,572 △18,572

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△18,572 △18,572 △2,800,239

平成19年11月20日　残高

（千円）
118,009 118,009 1,615,987
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前事業年度（自　平成18年５月21日　至　平成19年５月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益準備

金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年５月20日　残高

（千円）
2,367,404 1,672,011 1,672,011 77,752 163,500 △905,871 △664,619 △927 3,373,869

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 420,000 420,000 420,000      840,000

当期純利益（千円）      65,776 65,776  65,776

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

        －

事業年度中の変動額合計

（千円）
420,000 420,000 420,000 － － 65,776 65,776 － 905,776

平成19年５月20日　残高

（千円）
2,787,404 2,092,011 2,092,011 77,752 163,500 △840,094 △598,842 △927 4,279,645

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年５月20日　残高

（千円）
1,333,982 1,333,982 4,707,851

事業年度中の変動額

新株の発行（千円）   840,000

当期純利益 (千円)   65,776

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

△1,197,400 △1,197,400 △1,197,400

事業年度中の変動額合計

（千円）
△1,197,400 △1,197,400 △291,624

平成19年５月20日　残高

（千円）
136,581 136,581 4,416,227
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

前事業年度
（自　平成18年５月21日
至　平成19年５月20日）

当社は、引続き厳しい経営環境のな

かで、収益性向上とキャッシュ・フ

ロー改善にグループの総力をあげて取

組んでおりますが、当中間会計期間に

おいて31百万円の営業損失、848百万

円の中間純損失を計上しております。

また、保有株式の株価下落によりその

他有価証券評価差額金が大幅な減少と

なり純資産の部が減少した結果、シン

ジケートローン契約（平成18年11月20

日現在実行額4,286百万円）の一部に

つき財務制限条項に抵触する事実が発

生しており、当該状況により、継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。

当社は、このような状態を解消すべ

く、平成18年12月に策定した今後３ヵ

年の経営計画に基づき、コンサルティ

ング事業の高収益化の実現と、営業

キャッシュ・フローの改善に取り組ん

でまいります。

また、金融機関に対しては、当該シ

ンジケートローン契約の継続について

交渉し、期限の利益喪失による一括返

済義務が生じないよう対処する所存で

あります。

中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な

疑義の影響を中間財務諸表には反映し

ておりません。

当社は、引続き厳しい経営環境のな

かで、収益性向上とキャッシュ・フ

ロー改善にグループの総力をあげて取

組んでおりますが、当中間会計期間に

おいて279百万円の営業損失、2,781百

万円の中間純損失を計上しております。

この結果、シンジケートローン契約

（平成19年11月20日現在実行額1,656

百万円）において財務制限条項に抵触

する事実が発生しており、当該状況に

より、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。

当社は、このような状態を解消すべ

く、平成19年12月に策定した今後３ヵ

年の経営計画に基づき、コンサルティ

ング事業の高収益化の実現による営業

キャッシュ・フローの改善に加え、直

接金融による資金調達の実現に取り組

んでまいります。

また、金融機関に対しては、当該シ

ンジケートローン契約の継続について

交渉し、期限の利益喪失による一括返

済義務が生じないよう対処する所存で

あります。

中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な

疑義の影響を中間財務諸表には反映し

ておりません。

当社は、引続き厳しい経営環境のな

かで、財務体質改善に向けて各種財務

戦略を実行しつつ、収益性向上と

キャッシュ・フロー改善にグループの

総力をあげて取組みました結果、当事

業年度において470百万円の営業利益、

65百万円の純利益を計上するに至りま

した。その結果、単体においては財務

制限条項の基準をクリアするに至った

ものの、連結で当中間連結会計期間末

にて抵触しておりました財務制限条項

の解消までは至らず、シンジケート

ローン契約（平成19年5月20日現在実

行額3,154百万円）の財務制限条項に

抵触する事実が発生しております。当

該状況により、引続き継続企業の前提

に関する重要な疑義が生じております。

当社は、このような状態を解消すべ

く、平成19年７月に策定した今後３ヵ

年の経営計画に基づき、引続きコンサ

ルティング事業の高収益化の実現と、

営業キャッシュ・フローの改善に取り

組んでまいります。

また、金融機関に対しては、当事業

年度において黒字転換できた状況等を

確認いただきながら当該シンジケート

ローンの契約の継続について交渉し、

期限の利益喪失による一括返済義務が

生じないよう対処する所存であります。

財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義

の影響を財務諸表には反映しておりま

せん。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

前事業年度
（自　平成18年５月21日
至　平成19年５月20日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

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

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

純資産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

(2）たな卸資産

　総平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

２．固定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。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 

…８～18年 

工具、器具及び備品

…４～15年 

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

この変更による影響は軽微であ

ります。 

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

この変更による影響は軽微であ

ります。 

(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。

　のれん　　　　　５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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

前事業年度
（自　平成18年５月21日
至　平成19年５月20日）

３．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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）　　　　───── (2）債務保証損失引当金

代位弁済に伴う損失の発生に備

えるため被保証会社の財政状態

を勘案し、損失負担見込額を計

上しております。 

(2）　　　　─────

(3）　　　　───── (3）偶発損失引当金

将来発生する可能性の高い偶発

損失に備え、偶発事象毎に個別

のリスク等を勘案し、合理的に

算出した負担損失見込み額を計

上しております。 

(3）　　　　─────

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、各事業年

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事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

期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期末に

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、各期の発

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

それぞれ発生の翌期から費用処理

することとしております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく中間期末要支給

額相当額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく期末要支給額相

当額を計上しております。

４．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。

同左 同左

５．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。

(1）ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。なお、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によってお

ります。

(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。

(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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

前事業年度
（自　平成18年５月21日
至　平成19年５月20日）

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

に判定しております。

　なお、特例処理の適用要件を充

たしている金利スワップについて

は、有効性が保証されるため、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

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

に判定しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

に判定しております。

なお、特例処理の適用要件を充

たしている金利スワップについて

は、有効性が保証されるため、有

効性の判定は省略しております。

６．その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年11月20日）

当中間会計期間末
（平成19年11月20日）

前事業年度末
（平成19年５月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

221,549千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

170,216千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

227,198千円

※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 41,691千円

投資有価証券 1,683,870

計 1,725,561

投資有価証券 630,240千円

計 630,240

定期預金 41,691千円

投資有価証券 1,493,475

計 1,535,166

(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 570,000千円

長期借入金 180,000

（１年以内返済予定額を含む）

計 750,000

短期借入金 20,000千円

長期借入金 60,000

（１年以内返済予定額を含む）

計 80,000

短期借入金 310,000千円

長期借入金 120,000

（１年以内返済予定分を含む）

計 430,000

　３　保証債務

(1）借入金に対する債務保証

　３　保証債務

(1）借入金に対する債務保証

３　保証債務

(1）借入金に対する債務保証

㈱イデア・リンク 691,500千円

㈱ケア・リンク 120,000

㈱エル・シー・エーコ

ミュニケーションズ
95,000

㈱エステートセイワ 13,475

㈱バスク 1,130

㈱バイタル・プレスト 20,394

㈱リンク・ポット 50,000

㈱ユー・エフ・リンク 48,700

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉ

ｎｋ
109,000

計 1,149,199

㈱イデア・プラス 534,700千円

㈱ケア・リンク 80,000

㈱エル・シー・エーコ

ミュニケーションズ
20,000

㈱バイタル・プレスト 4,783

㈱リンク・ポット 20,002

㈱ユー・エフ・リンク 67,761

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉ

ｎｋ
41,500

計 768,746

㈱イデア・リンク 668,100千円

㈱ケア・リンク 100,000

㈱エル・シー・エーコ

ミュニケーションズ
50,000

㈱エステートセイワ 6,125

㈱バイタルプレスト 17,580

㈱リンク・ポット 45,002

㈱ユー・エフ・リンク 41,100

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉ

ｎｋ
96,000

計 1,023,907

(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

㈱エル・シー・エー・

リコンストラクション
2,056千円

㈱リンク・プロモー

ション
37,975

㈱イデア・リンク 19,201

㈱ケア・リンク 1,788,077

㈱エル・シー・エーコ

ミュニケーションズ
1,330

㈱ドリームエクスプ

ローラ
984

オーナーズエージェン

ト㈱
3,267

㈱リンク・ポット 12,322

㈱メディアコミュニ

ケーションズ
294,313

㈱ユー・エフ・リンク 62,346

㈱ＬＣＡ－Ｉ 43,760

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉ

ｎｋ
91,002

計 2,356,640

㈱リンク・プロモー

ション
17,064千円

㈱イデア・プラス 8,623

㈱ケア・リンク 1,538,959

㈱エル・シー・エーコ

ミュニケーションズ
131

㈱リンク・ポット 9,063

㈱ユー・エフ・リンク 26,895

㈱ＬＣＡ－Ｉ 12,624

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉ

ｎｋ
36,698

計 1,650,062

㈱リンク・プロモー

ション
42,780千円

㈱イデア・リンク 12,298

㈱ケア・リンク 1,658,465

㈱エル・シー・エー・

リコンストラクション
1,408

㈱エル・シー・エーコ

ミュニケーションズ
790

㈱ユー・エフ・リンク 53,553

㈱リンク・ポット 21,687

㈱メディアコミュニ

ケーションズ
252,565

㈱ＬＣＡ－Ｉ 34,504

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉ

ｎｋ
82,199

計 2,160,254
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前中間会計期間末
（平成18年11月20日）

当中間会計期間末
（平成19年11月20日）

前事業年度末
（平成19年５月20日）

 (3）割賦購入債務に対する債務保証  (3）　　　　　─────   (3）　　　　─────

 ㈱リンク・ポット 12,924千円 

 ㈱リンク・プロモー

ション
17,393

計 30,317

 

※４　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

※４　消費税等の取扱い

同左

※４　　     　　─────

※５　当社は、子会社の資金需要に機動的に

対応するため、子会社との間で貸出極度

額契約を締結しております。

　当該契約に基づく貸出極度額の総額及

び貸出未実行残高は以下のとおりであり

ます。

※５　当社は、子会社の資金需要に機動的に

対応するため、子会社との間で貸出極度

額契約を締結しております。

　当該契約に基づく貸出極度額の総額及

び貸出未実行残高は以下のとおりであり

ます。

※５ 　当社は、子会社の資金需要に機動的に

対応するため、子会社との間で貸出極度

額契約を締結しております。

　当該契約に基づく貸出極度額の総額及

び貸出未実行残高は以下のとおりであり

ます。

貸出極度額の総額 5,500,000千円

貸出実行残高 208,238

貸出未実行残高 5,291,761

貸出極度額の総額 5,500,000千円

貸出実行残高 309,799  

貸出未実行残高 5,190,200

貸出極度額の総額 5,500,000千円

貸出実行残高 204,999

貸出未実行残高 5,295,000

　６　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。

　６　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。

　６　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　当中間会計期間末残高　  750百万円

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)　　     　───── (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　当事業年度末残高　      300百万円

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。
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前中間会計期間末
（平成18年11月20日）

当中間会計期間末
（平成19年11月20日）

前事業年度末
（平成19年５月20日）

(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。

(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　当中間会計期間末残高　  550百万円

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　当事業年度末残高　　　1,000百万円

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。

 (3)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

 　　　平成18年１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　2,150百万円

 ②　当中間会計期間末残高　1,536百万円

 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18年１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　2,150百万円

 ②　当中間会計期間末残高　  706百万円

 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18年１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　2,150百万円

②　当事業年度末残高　　　1,229百万円

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。

 (4)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

 平成18年１月25日付シンジケート・ロー

ン契約

 ①　特定融資枠契約の総額　1,000百万円

 ②　当中間会計期間末残高　  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17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。

 (4)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

 平成18年１月25日付シンジケート・ロー

ン契約

 ①　特定融資枠契約の総額　1,000百万円

 ②　当中間会計期間末残高　  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17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。

(4)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成18年１月25日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　1,000百万円

②　当事業年度末残高　  　　625百万円

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17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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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

前事業年度
（自　平成18年５月21日
至　平成19年５月20日）

※１　営業外収益のうち主要

なもの

受取利息 38,965千円

受取配当金    1,293千円

投資事業組合収益 18,805千円

受取利息 13,420千円

受取配当金 292千円

受取利息 49,967千円

受取配当金 1,296千円

投資事業組合収益 18,805千円

※２　営業外費用のうち主要

なもの

支払利息   73,893千円

シンジケートローン

手数料償却
   37,659千円

支払利息 59,279千円

シンジケートローン

手数料償却
38,743千円

支払利息 156,754千円

シンジケートローン

手数料償却
76,042千円

※３　特別利益のうち主要な

もの

関係会社株式売却益 404,900千円  ───── 関係会社株式売却益 2,154,900千円

投資有価証券売却益 53,188千円

※４　特別損失のうち主要な

もの

固定資産処分損    31,908千円

投資有価証券評価損 61,665千円

貸倒引当金繰入額 608,515千円

固定資産処分損 27,672千円

子会社株式評価損 1,124,073千円

商品評価損 236,000千円

貸倒引当金繰入額 346,171千円

債務保証損失引当金

繰入額

468,296千円

偶発損失引当金繰入

額

141,000千円

固定資産処分損 46,134千円

投資有価証券評価損 103,542千円

子会社株式評価損 349,300千円

債権放棄損失 331,206千円

貸倒引当金繰入額 672,974千円

貸倒損失 125,538千円

　５　減価償却実施額 有形固定資産 10,417千円

無形固定資産    17,068千円

有形固定資産 7,982千円

無形固定資産 61,849千円

有形固定資産 20,783千円

無形固定資産 40,995千円

※６　減損損失 当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上しました

地域 用途 種類
減損
損失

(千円)

首都圏
　他

販売業

務施設

建物、

工具器

具及び

備品、

ソフト

ウェア

4,448

その他
通信設

備等

電話

加入権

のれん

903

10,760

当社は、事業用資産については

主として管理会計上の区分により、

また、遊休資産については個々の

資産別にグルーピングを行ってお

ります。 

その結果、一部の事業用資産に

ついては今後経常的な損失が予想

されるため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（16,112千円）として特別

損失に計上しております。その内

訳は、建物2,779千円、工具器具及

び備品1,046千円、ソフトウェア

622千円、電話加入権903千円及び

のれん10,760千円であります。

なお、回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッ

シュ・フローを５％で割り引いて

算定しております。 

 ───── 当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

地域 用途 種類
減損
損失

(千円)

首都圏
他

販売業

務施設

建物、

工具器

具及び

備品、

ソフト

ウェア

4,448

 その他
 通信設

備等

電話

加入権

5,445

のれん、

長期前

払費用

49,085

　当社は、事業用資産については

主として管理会計上の区分により、

また、遊休資産については個々の

資産別にグルーピングを行ってお

ります。

　その結果、一部の事業用資産に

ついては今後経常的な損失が予想

されるため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（58,979千円）として特別

損失に計上しております。その内

訳は、建物2,779千円、工具器具及

び備品1,046千円、のれん10,760千

円、長期前払費用38,325千円、ソ

フトウェア622千円、その他無形固

定資産5,445千円であります。 

㈱日本エル・シー・エー(4798) 平成 20 年 5 月期中間決算短信

－ 59 －



項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

前事業年度
（自　平成18年５月21日
至　平成19年５月20日）

  なお、回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・

フローを５％で割り引いて算定して

おります。 
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