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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年5月21日～平成21年2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3四半期 3,463 ― △1,418 ― △1,648 ― △2,516 ―
20年5月期第3四半期 5,262 △45.9 △1,474 ― △1,606 ― △2,479 ―

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3四半期 △53.10 ―
20年5月期第3四半期 △86.77 ―

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3四半期 1,379 △2,074 △154.3 △34.12
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3四半期  △2,127百万円 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  無   

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、４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、４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。 

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3四半期 66,629,520株 20年5月期  38,897,920株
② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  964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3四半期 47,385,729株 20年5月期第3四半期 28,574,428株



（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属する連結経営成績に関する定性情報については、当

該四半期決算短信を参照願います。）  

（１）業績の状況  

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３四半期連結会計期間（平成20年11月21日から平成21年２月20日までの３ヶ月）は、第２四半期連結会計

期間に引き続き、債務超過解消に向けた資本増強の活動に注力してまいりました。さらに当社グループの早期復

活を実現すべく、経営体制の刷新を目的とした持株会社化の準備を進めてまいりました。 

営業面では、最重要課題の一つである債務超過問題を解消すべく資本増強策等に引き続き注力してきたために

営業活動に注力しきれない状況であったものの、期首から進めてまいりました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）と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）の実行により、役員報酬を初めとした人件費の削減、子会社の整理等による経費削減、オフィスの縮小

に伴う家賃低減等の効果がさらに発揮され、順調に固定費を削減することができております。 

また、当第３四半期においては、第２四半期決算短信において記載しておりました、以下の新分野のコンサル

ティングの準備を進めてまいりました。 

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 

①コストダウンコンサルティングについては、携帯電話関連、オフィス機器関連、オフィス賃料関連等のコス

トダウンを現在の主力商品として、順調に受注拡大することができております。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との連携に向け、引き続き協議を続けてお

ります。③ロシア関連コンサルティングにつきましては、特に当第３四半期はロシアにおける営業構造作りに注

力し、既に発表のとおり、「ロシア主要都市の駅ビル開発と新幹線開通プロジェクト」「ソチ市の冬期オリンピ

ック準備プロジェクト」の準備を進めてきております。 

特別損失につきましては、たな卸資産評価損101百万円、投資有価証券売却損82百万円、その他142百万円で

百万円を計上することになりました。 

以上の結果、売上高は 百万円、営業損失は413百万円、経常損失は469百万円、四半期純損失は782百万円と

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 

従来からの主力分野である「住宅・建設・不動産業界」と「自動車関連業界」向けコンサルティングに加え、

新たなコンサルティング分野として確立した「コストダウンコンサルティング」の受注を順調に推移させること

ができました。具体的には携帯電話関連、オフィス機器関連、オフィスの賃料等のコストダウンコンサルティン

グを展開しております。 

この結果、売上高149百万円、営業損失94百万円となりました。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。 

  

② ビジネスパッケージ提供事業 

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」となります。第２四半期

累計期間までは、自動車関連業界全体が急激に冷え込むという環境もあり、「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、受注の未達が発生しました。第３四半期に入り、業界全体の不

透明感がさらに強まり中古車販売数等が伸び悩むなか、当セグメントの主力事業である中古車買取・販売の「カ

ーリンク」の加盟店では、前年同期対比で販売台数、売上を確実に伸ばす事例が続出し、当事業に関するノウハ

ウが非常に高く評価される状況となりました。この結果、加盟獲得が進むとともに、今後の加盟見込先も確保す

ることができ、第４四半期にさらに期待できる状況となっております。 

以上の結果、売上高702百万円、営業損失294百万円となりました。 

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 
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③ 海外戦略事業 

第２四半期累計期間に計画未達が発生した「中国人学生採用支援コンサルティング」については、経営環境の

悪化により、その後も人材採用そのものを控えられる企業が多い状態が続いております。しかしながら、中国企

業、韓国企業向けの当社独自の「ホワイトカラーの生産性向上ノウハウ＝ＤＩＰＳ」をベースとしたコンサルテ

ィングの拡大が実現できております。また、ロシア企業向けのコンサルティング展開のための構造作りも順調に

進んでおります。   

以上の結果、売上高34百万円、営業損失25百万円となりました。 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3,879百万円減少し、1,379百万円となりました。こ

れは主に売掛金及び受取手形1,447百万円、その他のたな卸資産176百万円、のれん467百万円及び投資有価証券

1,223百万円が減少したことによるものです。 

当第３四半期末における負債は、前連結会計年度に比べ2,857百万円減少し、3,453百万円となりました。これは

主に短期借入金319百万円、前受金686百万円、預り金431百万円、１年以内返済予定長期借入金925百万円が減少し

たことによるものです。 

当第３四半期末における純資産は、前連結会計年度に比べ1,022百万円減少し、△2,074百万円となりました。こ

れは主に資本金517百万円、新株式申込証拠金145百万円、投資有価証券評価差額335百万円が増加し、資本剰余金が

2,111百万円減少したことによるものです。  

平成20年12月30日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

該当事項はありません。  

   

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。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 



・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。これにより当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失が2,540千円、税金等調

整前四半期純損失が268,266千円それぞれ増加しております。 

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。 

（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 



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３四半期連結会計期間末
(平成21年２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 155,596 402,071

受取手形及び売掛金 269,755 －

売掛金 － 1,717,185

商品 111,418 137,935

貯蔵品 7,114 3,037

その他のたな卸資産 56,755 233,555

その他 162,417 313,900

貸倒引当金 △32,392 △319,337

流動資産合計 730,664 2,488,348

固定資産   

有形固定資産 197,643 150,672

無形固定資産   

のれん － 467,218

その他 94,399 82,058

無形固定資産合計 94,399 549,276

投資その他の資産   

投資有価証券 － 1,339,039

長期貸付金 1,502,412 1,495,049

長期未収入金 802,447 －

破産更生債権等 181,568 －

その他 307,427 1,034,642

貸倒引当金 △2,437,427 △1,798,181

投資その他の資産合計 356,427 2,070,550

固定資産合計 648,469 2,770,499

資産合計 1,379,134 5,258,848

負債の部   

流動負債   

買掛金 66,303 151,180

短期借入金 518,012 837,584

1年内返済予定の長期借入金 149,678 1,075,518

未払金 981,914 1,127,708

未払費用 322,347 422,135

未払法人税等 42,068 40,602

前受金 165,984 852,344

債務保証損失引当金 103,631 219,186

返品調整引当金 30,000 30,000

偶発損失引当金 30,450 －

その他 140,423 607,978

流動負債合計 2,550,813 5,364,238

固定負債   

社債 351,900 351,900

長期借入金 76,094 147,370

退職給付引当金 39,256 56,839

役員退職慰労引当金 291,077 279,388

偶発損失引当金 － 65,000

その他の引当金 9,116 15,039

その他 134,914 30,971

固定負債合計 902,358 946,508

負債合計 3,453,172 6,310,747



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２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 3,817,235 3,299,944

新株式申込証拠金 145,200 －

資本剰余金 492,559 2,604,551

利益剰余金 △6,587,592 △6,625,710

自己株式 △942 △934

株主資本合計 △2,133,539 △722,148

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,609 △329,750

評価・換算差額等合計 5,609 △329,750

新株予約権 51,654 －

少数株主持分 2,237 －

純資産合計 △2,074,037 △1,051,899

負債純資産合計 1,379,134 5,258,848



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年２月20日) 

売上高 3,463,895

売上原価 2,617,844

売上総利益 846,051

販売費及び一般管理費 2,264,378

営業損失（△） △1,418,327

営業外収益  

受取利息及び配当金 2,589

保険解約返戻金 10,372

その他 12,178

営業外収益合計 25,140

営業外費用  

支払利息 90,753

株式交付費 72,019

持分法による投資損失 4,940

その他 87,767

営業外費用合計 255,481

経常損失（△） △1,648,669

特別利益  

関係会社株式売却益 1,378,674

その他 88,938

特別利益合計 1,467,613

特別損失  

投資有価証券評価損 546,952

投資有価証券売却損 494,077

その他 1,508,904

特別損失合計 2,549,934

税金等調整前四半期純損失（△） △2,730,990

法人税、住民税及び事業税 14,932

法人税等調整額 △229,219

法人税等合計 △214,287

少数株主損失（△） △356

四半期純損失（△） △2,516,347



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年２月20日) 

売上高 887,249

売上原価 671,913

売上総利益 215,335

販売費及び一般管理費 629,008

営業損失（△） △413,673

営業外収益  

受取利息及び配当金 476

その他 5,197

営業外収益合計 5,674

営業外費用  

支払利息 26,948

株式交付費 14,967

その他 19,272

営業外費用合計 61,188

経常損失（△） △469,187

特別利益  

その他 12,193

特別利益合計 12,193

特別損失  

たな卸資産評価損 101,518

投資有価証券売却損 82,728

その他 142,183

特別損失合計 326,429

税金等調整前四半期純損失（△） △783,423

法人税、住民税及び事業税 3,577

法人税等調整額 △3,764

法人税等合計 △187

少数株主損失（△） △356

四半期純損失（△） △782,880



 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３四半期連結累計期間におい

て、2,516百万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2,074百万円の債務超過となって

おります。 

また、前連結会計年度末から引き続き、シンジケートローン契約(平成21年２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、引き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、現物出資による新株式の発行（第三者割当増資）や、行使時の払

込総額約28億円の新株予約権の行使を進めること等により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。 

また、平成21年３月31日開催の臨時株主総会において、収益事業の立上げ及び当社グループ再編をより迅速に推進

するため当社は持株会社制へ移行することを決議いたしました。これにより当社グループの経営資源を 適配分し、

各事業単位の採算性や責任体制を明確にすることで、成長分野への集中投資等の企業グループの再編成を円滑に行っ

てまいります。 

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。  



当第３四半期連結会計期間（自平成20年11月21日 至平成21年２月20日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年５月21日 至平成21年２月20日） 

 （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 

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。  

（４）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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 
 149,806 702,965 34,477 887,249  － 887,249

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 363 10,466 － 10,829 (10,829) －

計  150,169 713,432 34,477 898,078 (10,829) 887,249

営業損失  94,251  294,375 25,045  413,673  －  413,673

  

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 
 595,981 2,766,784 101,129 3,463,895  － 3,463,895

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,363 24,294 7,085 33,742 (33,742) －

計  598,344 2,791,078 108,215 3,497,638 (33,742) 3,463,895

営業損失  274,093  1,052,155 92,078  1,418,327  －  1,418,327

(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 

（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12月15日付で、株式会社Zephyrus Captalから第三者割当増資（デット・エクイティ・スワ

ップ）の払込みを受けております。また、平成21年１月20日付で、リアルフュージョン組合より新株予約権行使

が行われております。この結果、当第３四半期連結会計期間において資本金が359,520千円、資本準備金が

341,340千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が3,817,235千円、資本準備金が492,559千円

となっております。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年５月21日～平成20年２月20日） 

  

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年５月21日～平成20年２月20日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年５月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

売上高  5,262,552

売上原価  4,307,121

売上総利益  955,430

販売費及び一般管理費  2,429,787

営業損失（△）  △1,474,356

営業外収益  86,262

営業外費用  218,058

経常損失（△）  △1,606,152

特別利益  403,742

特別損失  1,306,089

税金等調整前四半期純損失（△）  △2,508,499

法人税等  △9,982

少数株主損失  △19,110

四半期純損失（△）  △2,479,406

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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 
 2,105,612  3,044,414  112,525  5,262,552  －  5,262,552

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 12,826  73,404  －  86,231 (86,231)  －

計  2,118,439  3,117,818  112,525  5,348,783 (86,231)  5,262,552

営業損失  97,951  1,354,534  21,870  1,474,356  －  1,474,356


	㈱日本エル・シー・エー（4798）平成21年５月期　第３四半期決算短信: ㈱日本エル・シー・エー（4798）平成21年５月期　第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -


