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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年5月21日～平成21年8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 ％

22年5月期第1四半期 947 △28.8 △246 ― △262 ― △407 ―
21年5月期第1四半期 1,330 ― △568 ― △629 ― △287 ―

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

22年5月期第1四半期 △2.12 ―
21年5月期第1四半期 △7.40 ―

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

22年5月期第1四半期 4,663 62 1.1 0.27
21年5月期 4,835 325 6.1 1.57

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  52百万円 21年5月期  294百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年5月期 ―
22年5月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年5月21日～平成22年5月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

2,000 △22.4 △200 ― △330 ― △350 ― △1.72

通期 4,800 1.8 200 ― 30 ― 10 ― 0.05
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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）  有  

(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【定性的情報・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） 

(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 
業績予想につきましては、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 
数値と異なる可能性があります。 

新規 1社 （社名 株式会社日本エル・シー・エー ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第1四半期 196,787,620株 21年5月期  187,648,620株
② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  1,004株 21年5月期  1,004株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 192,244,572株 21年5月期第1四半期  38,897,036株
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 当社グループは、前期決算において、それまでの最重要経営課題であった債務超過の解消を実現いたしました。

当期は次の最重要課題として、徹底したコストダウンと事業ドメインの整理等による、「収益構造の革新」に取り

組んでまいりました。また、基本的な体制面から収益性を改善すべく、当期首より、持株会社制へ移行し、各子会

社の独立採算性と各社経営陣の「自立」意識を向上させる各種施策に取り組んでまいりました。この結果、当第１

四半期において、前年同期比で売上高対売上総利益率を約20％改善すると共に、販売費及び一般管理費を約209百万

円（月間約70百万円）減少させる等、大幅な収益改善を実現することができました。 

 以上の結果、売上高は 百万円（前年同四半期比28.8%減）、営業損失は 百万円（前年同四半期営業損失

百万円）、経常損失は 百万円（前年同四半期経常損失 百万円）、四半期純損失は 百万円（前年同四半期四

半期純損失 百万円）となりました。  

 また、平成21年８月18日開催の定時株主総会において、新経営陣の体制とし、改めて全ての子会社・事業につい

て、事業内容、コスト構造、今後の戦略を見直す等、徹底した収益改善活動を継続しております。一部事業の縮小

等も実行中であり、特に下半期以降はさらに大きな収益改善を実現できる見通しです。 

 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 

 住宅・建設・不動産業界、自動車関連業界を中心として、「営業力強化コンサルティング」や変化に対応でき

る組織の構築を目的とした「組織力強化や収益性向上コンサルティング」、教育研修等の「組織開発・人材育成

コンサルティング」、さらに「コストダウンコンサルティング」について、堅調に受注実績を上げております。

加えてコストダウン効果により、対前年同期比約100百万円の利益改善ができております。結果として、売上高

は197百万円（前年同四半期比4.0%減）、営業損失24百万円（前年同四半期営業損失125百万円）となりました。

② ビジネスパッケージ提供事業 

 車の販売・買取ＦＣ事業「愛車広場カーリンク」では、当第１四半期中に新たに10件のＦＣ店舗がオープンし

ており、今後のロイヤリティー等の安定収益構造を強化できております。鈑金・塗装のインターネットオークシ

ョン事業「ｆａｂｒｉｃａ」、水性塗料を用いた軽補修、鈑金塗装を手掛ける「ＵＦ」事業については、ビジネ

スモデルの変革に取り組んでまいりました。大幅なコストダウン効果もあり、対前年同期比約213百万円の利益

改善ができました。結果として、売上高は716百万円（前年同四半期比33.7%減）、営業損失202百万円（前年同

四半期営業損失416百万円）となりました。 

③ 海外戦略事業 

 前期において、リーマン・ショックのダメージを大きく受けた韓国でのコンサルティング展開が大きく足踏み

をする状態が発生しましたが、当期に入り、新たなコンサルティング受注を獲得する等、回復の兆しを見いだす

ことができております。中国においては、当社グループのキーテクノロジーである「知的生産性向上システムＤ

ＩＰＳ」によるマネジメントシステム構築に関するコンサルティングのテストマーケティングを続けており、今

後の可能性を感じることができております。結果として、対前年同期比約7百万円の利益改善を実現し、売上高

33百万円（前年同四半期比25.6%減）、営業損失19百万円（前年同四半期営業損失26百万円）となりました。 

   

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ172百万円減少し、 百万円となりました。これ

は主に現金及び預金51百万円、売掛金及び受取手形47百万円、投資不動産が37百万円減少したことによるもので

す。 

当第１四半期末における負債は、前連結会計年度に比べ89百万円増加し、 百万円となりました。これは主に

賞与引当金47百万円、偶発損失引当金56百万円、事業整理損失引当金50百万円が増加し、一年以内返済予定長期借

入金77百万円が減少したこと等によるものです。 

当第１四半期末における純資産は、前連結会計年度に比べ262百万円減少し、 百万円となりました。これは主に

資本金91百万円、資本剰余金が88百万円増加し、利益剰余金が407百万円、その他有価証券評価差額金が14百万円、

新株予約権が17百万円減少したことよるものです。   

平成21年７月８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。 

  

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

947 246 568

262 629 407

287

２．連結財政状態に関する定性的情報

4,663

4,600

62

３．連結業績予想に関する定性的情報
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平成21年５月21付で会社分割により株式会社日本エル・シー・エーを新たに設立し、当四半期連結累計期間よ

り連結の範囲に含めております。 

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。  

  

該当事項はありません。  

  

 当社及び当社グループは、引続き厳しい経営環境のなか、財務体質改善に向けて、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、前連結会計年度にて1,543百万円、当第１四

半期連結会計期間において 百万円の営業損失を計上しております。 

 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、平成21年８月18日の株主総会の決議により経営陣を刷新し、経営コンサルティ

ング事業への原点回帰及び徹底したコストダウンにより収益力の回復を進めるとともに経営基盤の再構築を実現

すべく、マネジメント体制の抜本的な革新を進めております。その一環として、平成21年10月１日付で連結子会

社株式会社ユー・エフ・リンクの株式を譲渡する等の事業統廃合や各種コストダウン策を推進しております。引

続きコンサルティング事業の安定収益化、さらに車の販売・買取ＦＣ事業「愛車広場カーリンク」の確実な成長

を実現することで早期に安定的な黒字化体質を実現し、営業キャッシュ・フローの改善を進めてまいります。 

 その他、株式会社ベンチャー・リンクが平成21年９月18日付で「㈱エル・シー・エーホールディングスに対す

る訴訟の提起について」にて開示されている事象（準消費貸借契約にもとづく金銭債務351,138,953円の不履

行）に対しては、当社及び当社グループは訴状の確認ができておりませんため内容を確認の上適切に対応してい

く所存であります。 

 上記の状況を鑑み必要な資金については、借入金や不動産販売、さらには新株式の発行等による資金調達に注

力しております。しかしながら、これら資金調達に関しては調達時期等変動する可能性もあり、現時点では継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

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

（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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等

246
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年８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21年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 47,083 98,122

受取手形及び売掛金 186,595 233,772

商品 82,328 79,799

貯蔵品 7,730 7,047

その他 200,822 137,846

貸倒引当金 △28,072 △21,910

流動資産合計 496,489 534,676

固定資産   

有形固定資産 39,751 49,185

無形固定資産   

その他 102,524 76,830

無形固定資産合計 102,524 76,830

投資その他の資産   

長期未収入金 821,989 803,175

投資不動産（純額） 3,830,395 3,868,128

その他 694,795 816,340

貸倒引当金 △1,322,920 △1,312,466

投資その他の資産合計 4,024,260 4,175,177

固定資産合計 4,166,536 4,301,193

資産合計 4,663,026 4,835,870

負債の部   

流動負債   

買掛金 83,963 60,627

短期借入金 514,164 487,979

未払金 1,450,351 1,395,108

未払法人税等 49,025 29,474

賞与引当金 47,540 －

事業整理損失引当金 50,000 －

その他の引当金 100,588 132,273

その他 649,188 744,452

流動負債合計 2,944,820 2,849,916

固定負債   

社債 350,400 350,400

長期借入金 49,510 69,902

長期未払金 856,181 877,292

役員退職慰労引当金 296,285 293,597

偶発損失引当金 57,902 －

その他の引当金 5,177 7,628

その他 40,239 62,095

固定負債合計 1,655,695 1,660,915

負債合計 4,600,516 4,510,831
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８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21年５月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,498,976 5,407,291

資本剰余金 2,054,021 1,965,996

利益剰余金 △7,500,165 △7,092,906

自己株式 △943 △943

株主資本合計 51,888 279,438

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 989 15,082

評価・換算差額等合計 989 15,082

新株予約権 9,632 27,428

少数株主持分 － 3,090

純資産合計 62,509 325,038

負債純資産合計 4,663,026 4,835,870
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成20年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年８月20日) 

売上高 1,330,896 947,170

売上原価 1,068,403 572,498

売上総利益 262,493 374,671

販売費及び一般管理費 830,753 621,356

営業損失（△） △568,259 △246,685

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,342 －

投資不動産賃貸料 － 52,923

その他 3,006 10,614

営業外収益合計 4,349 63,538

営業外費用   

支払利息 35,780 15,700

持分法による投資損失 3,153 －

シンジケートローン手数料 16,086 －

不動産賃貸費用 － 27,869

その他 10,321 35,890

営業外費用合計 65,342 79,461

経常損失（△） △629,253 △262,607

特別利益   

投資有価証券売却益 － 6,459

賞与引当金戻入額 － 15,160

貸倒引当金戻入額 19,626 －

関係会社株式売却益 1,249,000 －

その他 16,512 11,790

特別利益合計 1,285,139 33,410

特別損失   

投資有価証券評価損 436,577 －

投資有価証券売却損 407,276 －

貸倒引当金繰入額 239,317 －

偶発損失引当金繰入額 － 56,267

事業整理損失引当金繰入額 － 50,000

その他 80,299 58,518

特別損失合計 1,163,470 164,785

税金等調整前四半期純損失（△） △507,584 △393,983

法人税、住民税及び事業税 5,632 16,365

法人税等調整額 △225,438 －

法人税等合計 △219,806 16,365

少数株主損失（△） － △3,090

四半期純損失（△） △287,778 △407,258
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 当社及び当社グループは、引続き厳しい経営環境のなか、財務体質改善に向けて、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、前連結会計年度にて1,543百万円、当第１四

半期連結会計期間において 百万円の営業損失を計上しております。 

 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、平成21年８月18日の株主総会の決議により経営陣を刷新し、経営コンサルティ

ング事業への原点回帰及び徹底したコストダウンにより収益力の回復を進めるとともに経営基盤の再構築を実現

すべく、マネジメント体制の抜本的な革新を進めております。その一環として、平成21年10月１日付で連結子会

社株式会社ユー・エフ・リンクの株式を譲渡する等の事業統廃合や各種コストダウン策を推進しております。引

続きコンサルティング事業の安定収益化、さらに車の販売・買取ＦＣ事業「愛車広場カーリンク」の確実な成長

を実現することで早期に安定的な黒字化体質を実現し、営業キャッシュ・フローの改善を進めてまいります。 

 その他、株式会社ベンチャー・リンクが平成21年９月18日付で「㈱エル・シー・エーホールディングスに対す

る訴訟の提起について」にて開示されている事象（準消費貸借契約にもとづく金銭債務351,138,953円の不履

行）に対しては、当社及び当社グループは訴状の確認ができておりませんため内容を確認の上適切に対応してい

く所存であります。 

 上記の状況を鑑み必要な資金については、借入金や不動産販売、さらには新株式の発行等による資金調達に注

力しております。しかしながら、これら資金調達に関しては調達時期等変動する可能性もあり、現時点では継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 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。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年５月21日 至平成20年８月20日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年５月21日 至平成21年８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）継続企業の前提に関する注記

246

（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 
 205,613 1,080,230 45,052 1,330,896  － 1,330,896

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － 400 － 400 (400) －

計  205,613 1,080,630 45,052 1,331,296 (400) 1,330,896

営業損失  125,130  416,426 26,701  568,259  －  568,259

  
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 
 197,475 716,159 33,535 947,170  － 947,170

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,315 1,700 － 3,016 (3,016) －

計  198,791 717,860 33,535 950,187 (3,016) 947,170

営業損失  24,587  202,698 19,398  246,685  － 246,685

(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 
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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。   

   

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。  

  

   

当社は、平成21年７月31日付で、Ganeration Capital Ltd,から第三者割当増資の払込を受けております。ま

た、平成21年５月21日から平成21年７月29日に亘り株式会社ティエスアドバイザーズより新株予約権行使が行わ

れております。 

この結果、当第１四半期連結累計期間において資本金が91,684千円、資本準備金が88,024千円それぞれ増加

し、当第１四半期連結累計期間末において、資本金が5,498,976千円、資本準備金が2,054,021千円となっており

ます。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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