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平成20年 12月 30日 

各  位 

 

会 社 名：株式会社日本エル・シー・エー 

（コード：4798東証第二部）        

代表者名：代表取締役社長       堀 裕介 

問合せ先：常務執行役員経営管理本部長 田中英男 

（ＴＥＬ：075－212－1292） 

 

平成 21年５月期第２四半期累計期間業績予想と 

平成 21年５月期業績予想の修正、ならびに特別損失の発生に関するお知らせ 

 

平成 20 年 7 月 14 日の決算短信発表時に公表した平成 21 年５月期第２四半期連結累計期間（平成 20

年５月21日～平成20年 11月 20日）の業績予想、および平成21年５月期（平成20年５月21日～平成

21 年５月 20 日）の業績予想を下記の通り修正いたします。また、特別損失が発生いたしましたので、

あわせてお知らせいたします。 

 

記 

１．連結業績予想の修正 

第２四半期連結累計期間の業績予想の修正（平成20年 5月 21日～平成20年 11月 20日） 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり四半

期純利益（円） 

前回発表予想（Ａ） 3,600 ▲560 ▲680 ▲200 ▲5.14 

今回修正  （Ｂ） 2,576 ▲1,004 ▲1,179 ▲1,733 ▲42.04 

増減額（Ｃ）：（Ｂ－Ａ） ▲1,024 ▲444 ▲499 ▲1,533 － 
増減率（Ｃ÷Ａ） ▲28.4% － － － － 
（ご参考）前期中間実績 3,790 ▲810 ▲903 ▲1,899 ▲66.58 

     前年対比 68.0% － － － － 

 

通期連結業績予想の修正（平成20年５月21日～平成21年５月 20日） 

（単位：百万円） 

 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（円） 

前回発表予想（Ａ） 8,620 ▲310 ▲450 10 0.26 

今回修正  （Ｂ） 5,300 ▲1,150 ▲1,530 ▲2,190 ▲29.04 

増減額（Ｃ）：（Ｂ－Ａ） ▲3,320 ▲840 ▲1,080 ▲2,200 － 
増減率（Ｃ÷Ａ） ▲38.5％ － － － － 
（ご参考）前期通期実績 7,161 ▲2,126 ▲2,421 ▲4,834 ▲156.08 

     前年対比 74.0％ － － － － 
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２．個別業績予想の修正 

第２四半期累計期間の業績予想の修正（平成20年 5月 21日～平成20年 11月 20日） 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり四半

期純利益（円） 

前回発表予想（Ａ） 1,110 ▲400 ▲500 ▲25 ▲0.64 

今回修正  （Ｂ） 885 ▲509 ▲666 ▲1,861 ▲45.15 

増減額（Ｃ）：（Ｂ－Ａ） ▲225 ▲109 ▲166 ▲1,836 － 

増減率（Ｃ÷Ａ） ▲20.3% － － － － 

（ご参考）前期中間実績 1,854 ▲279 ▲376 ▲2,781 ▲97.51 

     前年対比 47.7% － － － － 

 

通期個別業績予想の修正（平成20年５月21日～平成21年５月 20日） 

（単位：百万円） 

 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（円） 

前回発表予想（Ａ） 3,050 ▲300 ▲440 35 0.90 

今回修正  （Ｂ） 1,700 ▲620 ▲970 ▲2,660 ▲35.28 

増減額（Ｃ）：（Ｂ－Ａ） ▲1,350 ▲320 ▲530 ▲2,695 － 
増減率（Ｃ÷Ａ） ▲44.3％ － － － － 

（ご参考）前期通期実績 3,312 ▲1,016 ▲1,279 ▲6,161 ▲198.94 

     前年対比 51.3％ － － － － 

 

３．第２四半期連結累計期間の業績予想の修正理由   

修正理由は、以下の３点です。   

 

① ビジネスパッケージ提供事業において、売上高約940百万円、営業利益約350百万円の計画未

達が発生 

② 海外戦略事業において、売上高約100百万円、営業利益約80百万円の計画未達が発生 

③ 第２四半期連結累計で2,223百万円の特別損失を計上 

 

以下、それぞれ補足いたします。 

 

ビジネスパッケージ提供事業では、主に自動車関連業界向けに、現状打破へのソリューションとし

てフランチャイズ事業等のビジネスパッケージを提供しております。当事業で提供するビジネスパッ

ケージは、先方企業にとっては「新規事業への着手」となる面があります。特に、平成20年９月のリ

ーマン・ショック以降、自動車関連業界全体が急速に冷え込み、さらに今後の動向が不透明ななか、

「新規事業に着手する」という意思決定が短期間でされることは難しい状況となりました。この結果、

受注が不振となり、計画未達が発生しました。 

  

海外戦略事業では、前期より継続しております「中国人学生採用支援コンサルティング」において、

前期に発生した中国における「食」の問題やチベット問題等のマイナスイメージの影響が未だ残って

いることに加え、リーマン・ショック以降の急激な経営環境悪化により、人材採用そのものを控えら

れる企業が多く発生し、計画未達が発生しました。 
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特別損失につきましては、これまで数年にわたって多額の特別損失が発生している状況について、

これを最後とすべく、特にビジネスパッケージ提供事業に関連する在庫資産やのれん（営業権）等に

ついて、第２四半期までにおいて未達が発生した状況を鑑み、徹底して保守的に評価し、減損処理等

を進めました。これらの資産は、今後３年間にわたり期間償却を予定していたものであり、今回一括

で減損処理されたため、今後３年間、年約100～200百万円の償却費の負担がなくなり、損益面の復活

をより早く実現できるものと考えております。その他の内容につきましては、下記「５．特別損失の

発生について」をご参照ください。この処理により、現時点において、今後多大な特別損失が発生す

るリスクは極めて低い状態にできたと判断しております。 

 

以上の結果、連結売上高は2,576百万円（前期比32.0％減）、営業損失は1,004百万円（前期営業

損失810百万円）、経常損失は1,179百万円（前期経常損失903百万円）、四半期純損失は1,733百

万円（前期四半期純損失1,899百万円）となり、個別の売上高は885百万円（前期比52.2％減）、営

業損失は509百万円（前期営業損失279百万円）、経常損失は666百万円（前期経常損失376百万円）、

四半期純損失は1,861百万円（前期四半期純損失2,781百万円）となる見通しです。 

 

４．通期業績予想の修正理由 

第２四半期連結累計期間の結果を踏まえ、通期業績計画を修正いたしました。 

 

第２四半期連結累計期間に計画未達が発生したビジネスパッケージ提供事業については、今後、フ

ランチャイズ・ビジネスパッケージの提供からコンサルティングサービスの提供へとサービス形態を

変更することにより、より顧客ニーズにマッチした、顧客が取り組みやすい商品・サービスを提供す

ることによって、受注拡大を図ることを計画しております。 

 

もう一つの未達事業である海外戦略事業では、積極的な事業展開を目的として設立した当社100％

子会社株式会社Global Brains Japanにおいて、中国、韓国、ロシア関連のコンサルティング案件が

確実に増えてきております。特に中国では、現地子会社との連携強化が図られ、現地法人との間で顧

客紹介に関する業務提携が進むなど、順調に受注活動が行われております。また、「知的生産性向上

システムＤＩＰＳ」に関する研修ニーズも高まっており、今後はＤＩＰＳ研修やコンサルティングの

受注が計画通り見込めると想定しております。以上をもとに、第３四半期以降、確実に収益改善でき

ると考えております。 

 

マネジメントコンサルティング事業については、第２四半期累計期間は計画を達成しており、今後

も引き続き堅調に収益確保できると考えております。 

 

また、期首から進めております各種コストダウン策（当社の年間コストを対前期30％（約10億円）

削減するプラン）実行により、役員報酬を初めとした人件費の削減や子会社の整理等で第２四半期累

計期間においてもその効果が現れております。加えて、第３四半期以降はオフィスの縮小に伴う家賃

低減等、この効果が更に増します。加えて11月に実行した追加のコストダウン策（更なる子会社の縮

小等）の効果も現れることで、確実に体質改善が図られる状態となっております。 

 

連結業績予想における第３四半期、第４四半期合計６ヶ月間（下半期）の連結営業損失は146百万

円であり、第２四半期までの６ヶ月間（上半期）の連結営業損失1,004百万円と比較し、858百万円

の改善が実現できる見通しです。更に、遅くとも４月には単月黒字化を実現できる見通しであります。 

 

  また、営業外費用として、先般開示しております新株予約権約28億円が当期中に全額行使されるこ

とを前提に約６％の発行コスト（手数料等）168百万円を見込んでおります。当期純利益については、

第２四半期連結累計期間において発生した特別損失の影響を考慮して修正しております。特別損失に
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ついては、第２四半期連結累計期間において、当社グループの早期復活の実現に向け、徹底して保守

的に減損処理等を進めたことにより、第３四半期以降は、このような多大な特別損失が発生するリス

クは極めて低いと判断しております。 

 

以上の結果、連結通期の売上高は5,300百万円（前期比26.0%減）、営業損失は1,150百万円（前

期営業損失2,126百万円）、経常損失は1,530百万円（前期経常損失2,421百万円）、当期純損失は

2,190百万円（前期当期純損失4,834百万円）となり、個別通期の売上高は1,700百万円（前期比48.7％

減）、営業損失は620百万円（前期営業損失1,016百万円）、経常損失は970百万円（前期経常損失

1,279百万円）、当期純損失は2,660百万円（前期当期純損失6,161百万円）となる見通しです。 

 

なお、今後、新株予約権の行使により、期末時点では債務超過状態を解消できる見通しです。 

 

以上の連結業績予想は、これまでの事業のみを想定したものとなっております。当社グループでは、

本日開示しております「代表取締役および役員の異動ならびに取締役の辞任に関するお知らせ」の通

り、第３四半期以降、再度経営体制を変更し、当社グループの早期復活を実現すべく更なる改革を進

めることにいたしました。 

 

新体制においては、以下の新分野のコンサルティングの展開を予定しております。 

 

① コストダウンコンサルティング 

② 上場企業を対象としたＭ＆Ａ等の財務コンサルティング 

③ ロシア関連コンサルティング 

 

上記①コストダウンコンサルティングについては、当期当社グループが取り組んできた各種コスト

ダウン策の経験をノウハウとして展開する予定です。②上場企業を対象としたＭ＆Ａ等の財務コンサ

ルティングについては、実務ノウハウのある外部企業を傘下に収めて展開するべく同社のＭ＆Ａを視

野に入れた提携を協議中です。③ロシア関連コンサルティングにつきましては、「仮称：ロシア戦略

プロジェクト」を立ち上げ、既に戦略的ビジネスパートナー候補企業各社との業務提携の協議を進め

ております。そのなかで、具体的なコンサルティング案件も依頼いただいており、今後の展開に大き

な可能性を見出しております。 

 

しかしながら、上記①～③の新分野につきましては、現時点においてその収益を数値的に確定する

ことが難しいため、当プロジェクトに関する収益は上記計画には見込んでおりません。今後、当該事

業に関する収益面の詳細が確定し、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示いたしま

す。 

 

５．特別損失の発生について 

 第２四半期において、特別損失として、連結で減損損失426百万円、商品評価損164百万円、投資

有価証券評価損106百万円、シンジケート・ローン手数料一括償却額26百万円、貸倒引当金繰入額

44百万円、個別で減損損失375百万円、投資有価証券評価損227百万円、貸倒引当金繰入額205百万

円、商品評価損164百万円、シンジケート・ローン手数料一括償却額26百万円が発生することになり

ましたのでお知らせいたします。 

 

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
以 上 


