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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年5月21日～平成20年11月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期第2四半期 2,576 ― △1,004 ― △1,179 ― △1,733 ―
20年5月期第2四半期 3,790 △51.0 △810 ― △903 ― △1,899 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年5月期第2四半期 △42.04 ―
20年5月期第2四半期 △66.58 ―

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

21年5月期第2四半期 2,001 △2,196 △109.7 △48.33
20年5月期 5,258 △1,051 △20.0 △27.04

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  △2,196百万円 20年5月期  △1,051百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年5月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年5月21日～平成21年5月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 5,300 △26.0 △1,150 ― △1,530 ― △2,190 ― △29.04

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、５ページ【定性情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 業績予想は、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
3. 平成21年５月期の連結業績予想につきましては、平成20年７月14日に公表いたしました業績予想数値を変更しております。詳細につきましては、本日公表の「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」をご参照ください。 
なお、「３．平成21年５月期の連結業績予想」に記載の通期の１株当たり予想当期純利益は、新株予約権の行使による増加分を含めて計算した予想期中平均株式数
75,401,832株により算出しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第2四半期  45,449,520株 20年5月期  38,897,920株
② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  914株 20年5月期  854株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  41,228,973株 20年5月期第2四半期  28,525,535株



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

　（当連結会計年度に属する当四半期連結会計期間以前の期間に関する連結経営成績に関する定性的情報については、当

該四半期決算短信を参照願います。）

当社グループは、当連結会計年度を「新たな創業の年」と位置づけ、新経営体制のもと、当社グループの早期復活に

向けての改革を強固に進めております。

当第２四半期会計期間（平成20年８月21日から平成20年11月20日までの３ヶ月）は、前連結会計年度の業績不振によ

り、シンジケートローンの完済と債務超過の解消を実現することが最重要課題となったことを受け、当第２四半期も第

１四半期に引き続き、資本増強のための活動を全社的な最優先テーマとして取組んでまいりました。その結果、既に発

表のとおり、デット・エクイティ・スワップによる約６億円の新株式発行と、行使時の払込総額約28億円の新株予約権

の発行を行い、資本増強と資金調達の見通しをつけることができました。

営業活動の面におきましては、第１四半期に引き続き、以下の３点を重点事項として掲げて取組んでまいりました。

① 徹底した経費削減

② コア事業分野の再構築

③ キーテクノロジー「知的生産性向上システムＤＩＰＳ」を戦略商品とした海外戦略

「①徹底した経費削減」につきましては、期首の事業計画時点で、特に当社の年間のコストを対前期比約30％（約10

億円）減少させる計画として取り組んでまいりました。具体的には役員報酬を初めとした人件費の削減や子会社の整理、

オフィスの縮小に伴う家賃低減等です。その結果、現時点まで計画通り順調に経費削減できております。加えて、当第

２四半期に入って以降の急激な経営環境の悪化に伴い、11月に当社グループ全体でさらなるコストダウン施策（さらな

る子会社の縮小等）を企画し、既に実行しております。これらにより、第３四半期以降さらなる経費削減、キャッシュ・

アウトの抑制ができる見通しです。

「②コア事業分野の再構築」につきましては、上記経費削減策の実行と並行して、期首の予定どおり、子会社群の整

理・縮小、並びに今後の中核となる事業分野への人的資源の集中等を進めております。

「③キーテクノロジー「知的生産性向上システムＤＩＰＳ」を戦略商品とした海外戦略」につきましては、従来の中

国・韓国関連コンサルティングの拡大に加え、当社の大株主でもある都市綜研インベストバンク㈱と共に、今後の海外

戦略の柱の一つとなる「仮称：ロシア戦略プロジェクト」の準備を進めた結果、多数の協力者を得ることができ、現時

点においてロシアにおける戦略的ビジネスパートナー候補企業各社との間で具体的な業務提携の協議を進めることがで

きております。

以上のとおり、期首時点の重点方針については、それぞれ確実に進めることができております。

しかしながら、平成20年９月のリーマン・ショック以降の経済環境の急激な悪化等により、ビジネスパッケージ提供

事業と海外戦略事業において、計画未達が発生しました。

また、当社グループでは、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、さらなる

改革を進めることとし、この一環として、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、年間約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。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、売上高は1,245百万円、営業損失は436百万円、経常損失は550百万円、四半期純損失は1,445百万円とな

りました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

① マネジメントコンサルティング事業

前期末において外食部門を分社化したことにより、当事業の主力特化業界は「住宅・建設・不動産業界」と、「自動

車関連業界」となっております。リーマン・ショック以降、この２つの業界が急激に冷え込む事態となりました。　そ

の様な環境下、住宅業界向けではこれまでのコンサルティング実績をもとに、自動車関連業界向けではグループ会社が

保有する実業ノウハウとのシナジー効果をもとに、こういう経営環境であるが故のコンサルティング・ニーズを的確に

とらえ、商品力強化を行うことにより、計画通りに推移することができました。

以上の結果、売上高240百万円、営業損失54百万円となりました。なお、外食部門の分社化による間接コストの負担

増の影響により、当初から赤字計画であり、計画の範囲内となっております。
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② ビジネスパッケージ提供事業

当事業では、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、当第２四半期は自動車関連業界全体が冷え込み、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。

以上の結果、売上高983百万円、営業損失341百万円となりました。

③ 海外戦略事業

当事業では、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ました。

以上の結果、売上高21百万円、営業損失40百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債及び純資産の状況）

当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3,257百万円減少し、2,001百万円となりました。これ

は主に売掛金1,299百万円、投資有価証券993百万円が減少したことによるものです。

当第２四半期末における負債は、前連結会計年度に比べ2,112百万円減少し、4,198百万円となりました。これは主

に未払金237百万円、１年以内返済予定長期借入金923百万円が減少したことによるものです。

当第２四半期末における純資産は、前連結会計年度に比べ1,144百万円減少し、△2,196百万円となりました。これ

は主に利益剰余金820百万円、投資有価証券評価差額329百万円が増加し、資本剰余金が2,453百万円減少したことに

よるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

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、この効果がさらに増します。加

えて11月に実行した追加のコストダウン策（さら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）の連結営業損失は約150百万円であり、第

２四半期までの６ヶ月間（上半期）の連結営業損失約1,000百万円と比較し、約850百万円の改善が実現できる見通

しです。さらに、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2,800百万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）となる見通しです。
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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、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さら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。 
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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）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理　

　貸倒引当金・・・・・・前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等を使用しております。

　実地たな卸の省略・・・四半期連結会計期間末におけるたな卸高は、連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定しております。

　減価償却費・・・・・・減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、連結会計年度

に係る減価償却費の額を期間按分して算出しております。

　税金費用の計算・・・・法人税等の納付税額の算定につきましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重

要なものに限定して算定しております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異等の発生・解消の影響が限定

的であるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用しております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

（３）四半期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

・会計処理基準に関する事項の変更

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18 年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算出しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会  会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、この変更による損益への影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 180,911 402,071

売掛金 417,280 1,717,185

商品 145,169 137,935

貯蔵品 5,778 3,037

その他のたな卸資産 153,713 233,555

その他 233,930 313,900

貸倒引当金 △117,239 △319,337

流動資産合計 1,019,545 2,488,348

固定資産   

有形固定資産 219,923 150,672

無形固定資産   

のれん － 467,218

その他 98,133 82,058

無形固定資産合計 98,133 549,276

投資その他の資産   

投資有価証券 345,150 1,339,039

長期貸付金 1,505,412 1,495,049

長期未収入金 662,965 －

その他 443,808 1,034,642

貸倒引当金 △2,293,360 △1,798,181

投資その他の資産合計 663,977 2,070,550

固定資産合計 982,034 2,770,499

資産合計 2,001,579 5,258,848

負債の部   

流動負債   

買掛金 84,118 151,180

短期借入金 1,228,277 837,584

1年内返済予定の長期借入金 － 1,075,518

未払金 890,563 1,127,708

未払費用 277,410 422,135

未払法人税等 42,788 40,602

前受金 － 852,344

債務保証損失引当金 138,462 219,186

返品調整引当金 30,000 30,000

偶発損失引当金 31,850 －

その他 510,203 607,978

流動負債合計 3,233,675 5,364,238

固定負債   

社債 351,900 351,900

長期借入金 89,286 147,370

退職給付引当金 48,653 56,839

役員退職慰労引当金 288,460 279,388

偶発損失引当金 － 65,000

その他の引当金 11,951 15,039

その他 174,268 30,971

固定負債合計 964,518 946,508

負債合計 4,198,194 6,310,747



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,457,715 3,299,944

資本剰余金 151,219 2,604,551

利益剰余金 △5,804,711 △6,625,710

自己株式 △939 △934

株主資本合計 △2,196,716 △722,148

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 101 △329,750

評価・換算差額等合計 101 △329,750

純資産合計 △2,196,614 △1,051,899

負債純資産合計 2,001,579 5,258,848



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成20年11月20日) 

売上高 2,576,646

売上原価 1,945,931

売上総利益 630,715

販売費及び一般管理費 1,635,370

営業損失（△） △1,004,654

営業外収益  

受取利息及び配当金 2,113

保険解約返戻金 10,372

その他 6,980

営業外収益合計 19,466

営業外費用  

支払利息 63,805

株式交付費 57,051

持分法による投資損失 4,940

その他 68,495

営業外費用合計 194,293

経常損失（△） △1,179,482

特別利益  

関係会社株式売却益 1,378,674

その他 76,745

特別利益合計 1,455,420

特別損失  

減損損失 444,063

投資有価証券評価損 543,280

投資有価証券売却損 411,349

その他 824,810

特別損失合計 2,223,505

税金等調整前四半期純損失（△） △1,947,567

法人税、住民税及び事業税 11,355

法人税等調整額 △225,454

法人税等合計 △214,099

四半期純損失（△） △1,733,467



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年８月21日 
 至 平成20年11月20日) 

売上高 1,245,750

売上原価 877,527

売上総利益 368,222

販売費及び一般管理費 804,617

営業損失（△） △436,394

営業外収益  

受取利息及び配当金 770

保険解約返戻金 10,372

その他 3,974

営業外収益合計 15,116

営業外費用  

支払利息 28,024

株式交付費 57,051

持分法による投資損失 1,787

その他 42,086

営業外費用合計 128,950

経常損失（△） △550,228

特別利益  

事業譲渡益 43,008

関係会社株式売却益 129,674

その他 9,223

特別利益合計 181,906

特別損失  

減損損失 426,864

投資有価証券評価損 106,703

その他 538,093

特別損失合計 1,071,660

税金等調整前四半期純損失（△） △1,439,982

法人税、住民税及び事業税 5,722

法人税等調整額 △15

法人税等合計 5,706

四半期純損失（△） △1,445,688



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

当社グループは、引き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

性の向上とキャッシュ・フローの改善にグループの総力をあげて取組んでおりますが、当第２四半期連結累計期

間において、1,733百万円の四半期純損失を計上する状況であり、前連結会計年度に引き続き2,196百万円の債務

超過となっております。

また、営業キャッシュ・フローについても前連結会計年度618百万円、当第２四半期連結累計期間1,065百万円

とそれぞれマイナスとなっております。加えて、前連結会計年度末から引続き、シンジケートローン契約（平成

20年11月20日現在実行額74百万円）の財務制限条項に抵触している状況が継続しております。

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。

これらの状況を解消するため、当社グループは、平成20年８月29日に253百万円、平成20年12月15日に599百万

円の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）を実現しております。

加えて、新株予約権の発行等を行い引き続きさらなる資本増強策を進め、早い段階で債務超過を解消することに

注力をしております。さらに、経営陣を刷新してマネジメント体制の抜本的な革新を進めながら、平成20年７月

に策定した経営計画に基づき、事業の統廃合や徹底したコストダウンをベースに、コンサルティング事業の安定

収益化、さらには、車の販売・買取ＦＣ事業「愛車広場カーリンク」の確実な成長を実現することで営業キャッ

シュ・フローの改善を進めております。

四半期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四半期連結財務

諸表には反映しておりません。
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（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自平成20年８月21日　至平成20年11月20日）

 

マネジメントコ
ンサルティング

事業
（千円）

ビジネスパッ
ケージ提供事業

（千円）

海外戦略事業
（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
240,562 983,587 21,600 1,245,750 　－ 1,245,750

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
2,000 13,427 7,085 22,513 (22,513) 　－

計 242,562 997,015 28,685 1,268,263 (22,513) 1,245,750

営業損失 54,711 341,352 40,330 436,394 　－ 436,394

当第２四半期連結累計期間（自平成20年５月21日　至平成20年11月20日）

 

マネジメントコ
ンサルティング

事業
（千円）

ビジネスパッ
ケージ提供事業

（千円）

海外戦略事業
（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
446,175 2,063,818 66,652 2,576,646 　－ 2,576,646

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
2,000 13,827 7,085 22,913 (22,913) 　－

計 448,175 2,077,646 73,738 2,599,559 (22,913) 2,576,646

営業損失 179,841 757,779 67,032 1,004,654 　－ 1,004,654

　（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）マネジメントコンサルティング事業 …　企業経営全般及び各種事業部門の生産性向上支援事業

(2）ビジネスパッケージ提供事業 …　ＦＣビジネスとしての業態開発・展開及びＦＣ本部並びに店

舗運営等関連事業

(3）海外戦略事業 …　上記２事業の中国・韓国等への海外展開

３．事業別セグメント区分の変更

  第１四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントを従来の特化業界別である「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」から、「マネジメントコンサルティング事業」「ビジネスパッケージ提供事業」「海外戦略事業」

へ変更しております。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成20年８月29日付で、共生ビジネス・パートナーズ株式会社から第三者割当増資（デット・エクイ

ティ・スワップ）を受けております。また、平成20年11月10日付で、有限会社デーショップ、株式会社オートシ

ステム２１及び淡路ホンダ販売株式会社より第三者割当増資（デット・エクイティ・スワップ）を受けておりま

す。この結果、当第２四半期連結会計期間において資本金が157,771千円、資本準備金が151,219千円増加し、当

第２四半期連結会計期間末において資本金が3,457,715千円、資本準備金が151,219千円となっております。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

科目
前中間連結会計期間

（自　平成19年５月21日
至　平成19年11月20日）

 金額（千円）

売上高  3,790,866

売上原価  2,903,258

売上総利益  887,607

販売費及び一般管理費  1,698,103

営業損失(△)  △810,495

営業外収益  78,922

営業外費用  171,590

経常損失(△)  △903,164

特別利益  20,835

特別損失  1,050,131

税金等調整前中間純損失
（△）

 △1,932,459

法人税等  △14,813

少数株主損失  18,413

中間純損失（△）  △1,899,232

（２）セグメント情報

〔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19年５月21日　至　平成19年11月20日）

 

マネジメントコ
ンサルティング

事業
（千円）

ビジネスパッ
ケージ提供事業

（千円）

海外戦略事業
（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
1,489,610 2,229,141 72,114 3,790,866  3,790,866

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
7,500 72,635 － 80,135 (80,135) －

計 1,497,111 2,301,776 72,114 3,871,001 (80,135) 3,790,866

営業利益（又は損失） 76,123 (885,709) (909) (810,495) － (810,495)
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