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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年5月21日～平成21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 ％

22年5月期第2四半期 1,844 △28.4 △343 ― △372 ― △666 ―
21年5月期第2四半期 2,576 ― △1,004 ― △1,179 ― △1,733 ―

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2四半期 △3.43 ―
21年5月期第2四半期 △42.04 ―

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2四半期 4,404 △198 △4.7 △1.06
21年5月期 4,835 325 6.1 1.57

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  △208百万円 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 ― 0.00
22年5月期 

（予想）
― 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 3,753 △20.4 △327 ― △300 ― △596 ― △3.03
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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) 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） 

(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.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算出したものであります。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異な
る結果となる可能性があります。 
2.平成22年５月期の連結業績予想につきましては、平成21年７月８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22年５月期第２四半期累計期間業績予想との差異、平成22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。 

新規 ―社 （社名 ） 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2四半期 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2四半期  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2四半期 194,515,594株 21年5月期第2四半期  41,228,973株
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（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。） 

当社は、平成21年８月18日の定時株主総会において経営体制を刷新し、新経営体制下での当社グループの経営方

針として、「さらなる販管費等の削減」と「事業の選択と集中」を主軸に据えて改革を進めております。当第２四

半期連結会計期間においては、全てのグループ会社の事業について、事業内容、コスト構造、今後の成長戦略を見

直し、徹底したコストダウン策の計画・実行と、新たな成長戦略の推進に取り組んでまいりました。 

さらに、この９月からは一段と徹底したコスト削減と組織再編、不採算事業の整理・売却を進めた結果、単月黒

字化へ向けた収益構造を創り上げることができました。 

この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は897百万円（前年同四半期比28.0%減）、営業損失は96百万円

（前年同四半期営業損失436百万円）、経常損失は109百万円（前年同四半期経常損失550百万円）、四半期純損失

は259百万円（前年同四半期純損失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 

当セグメントの主力子会社である㈱日本エル・シー・エーでは、顧客の売上向上に直結するコンサルティン

グ商品を拡充させ、不況時に高い効果を発揮するマネジメントノウハウである「知的生産性向上システムＤＩ

ＰＳ」が高い評価を受けたことにより、経済状況のデフレ化によって消費が冷え込んでいる状況にもかかわら

ず、順調に受注を拡大し、当第２四半期連結会計期間は、売上高220百万円、営業利益49百万円の業績を上げる

ことができました。一方、当セグメントに属する他の子会社の業績が振るわなかったこともあり、セグメント

全体の結果としては、売上高229百万円（前年同四半期比4.7%減）、営業利益８百万円（前年同四半期営業損失

54百万円）となりました。 

② ビジネスパッケージ提供事業 

同セグメントの主力子会社である㈱リンク・プロモーションが展開する、車の販売・買取のフランチャイズ

（以下、ＦＣ）事業「愛車広場カーリンク」では、収益構造や人員配置を徹底して見直し、本格的なデフレの

状況の中でも黒字体質を実現するべく、収益構造の改善に取り組みました。また、昨今の自動車業界の厳しい

経営環境下においても、ＦＣ加盟店は順調に増加し、11月末時点ではＦＣ加盟店100店舗を達成しています。 

さらに、国内の中古車市場の情勢が、中古車登録台数 ９月前年同月比87％、10月前年同月比89.8％と低迷する

中、同社の直営店舗では、月間の中古車販売台数が９月前年同月比124.4％、10月前年同月比172.6％と好調に

推移しています。さらに、昨年８月までにオープンした既存加盟店46店舗の中古車販売台数も、９月前年同月

比107％、10月前年同月比114％と全国平均と比較して大幅な伸びを記録いたしました。これらの要因は、「中

間マージンを排してユーザーに利益を還元する中古車の委託販売」というビジネスモデルがデフレの時代に歓

迎され、「愛車を高く売りたい」ユーザーと「中古車を安く買いたい」ユーザーの支持を集めたことによるも

のと考えております。早期の景気回復が見込めない中で、同社の事業への関心は、ますます高まるものと見込

んでおります。 

鈑金・塗装のインターネットオークション事業「ｆａｂｒｉｃａ」、および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、これらの事業の主力運営会社であった株式会社ユー・エフ・リンク

の当社保有株式の全てを10月１日付で譲渡し、当社連結のグループ対象外としております。これにより、事業

再編がさらに進んだものと考えております。 

その他、顧客囲い込み・アフターフォローのコンサルティングに特化し、自動アフターフォローシステム

「ＰＡＮＯ」を主力商品とする㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋや、Ｍ＆Ａ・事業承継および管理部門強化などの支

援を展開する㈱ＣＯＳＭＯ（平成21年５月に、当社経営管理部門の一部を分割して設立）についても、11,000

社以上の企業へのコンサルティングノウハウを有する㈱日本エル・シー・エーと連携し、ホールディングスグ

ループとしての相乗効果を発揮することで、黒字化達成に向けた取組みを確実に進めております。 

この結果、第１四半期から取組んでいるグループ全体でのコストダウンの効果もあり、セグメント全体で

は、対前年同四半期比約257百万円の利益改善を実現でき、売上高は629百万円（前年同四半期比36.0%減）、営

業損失83百万円（前年同四半期営業損失341百万円）となりました。さらに、事業再編への取組みの効果によ

り、第３四半期の中盤以降は、単月黒字化が見通せる状況となっております。 

③ 海外戦略事業 

中国に特化したコンサルティングを提供する㈱Global Brains Japanは、「知的生産性向上システムＤＩＰ

Ｓ」を中国市場向けにアレンジした商品を投入し、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まいりました。また、当社の関連会社である北京如水慧企業管理諮詢有限公司、

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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凌空行（上海）企業経営有限公司との連携により、当第２四半期連結期間中において、中国市場でのコンサ

ルティング支援企業数25社を突破し、中国国内で最大規模の発刊数を誇るビジネス誌や証券会社、会計事務所

との提携を実現いたしました。この３者との円滑な連携により、「日系企業の中国マーケット進出支援」や

「中国企業のマネジメントレベル向上支援」等に高い評価を受け、来期上場を控えたレストランチェーンや、

時価総額１兆円を超える大手食品メーカーでもコンサルティング支援の受注が実現しております。当セグメン

トにおいても、徹底したコストダウン効果もあり、第３四半期の中盤以降は黒字化が見込める状況です。 

結果として、対前年同期比約19百万円の利益改善を実現し、売上高38百万円（前年同四半期比80.3%増）、営

業損失21百万円（前年同四半期営業損失40百万円）となりました。 

（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430百万円減少し、 百万円となりました。これ

は主に現金及び預金74百万円、投資不動産124百万円及び投資有価証券73百万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92百万円増加し、 百万円となりました。これは主に

短期借入金23百万円、賞与引当金48百万円、偶発損失引当金80百万円が増加し、長期借入金64百万円が減少したこ

と等によるものです。 

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523百万円減少し、 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666百万円、その他有価証券評価差額金が16百万

円、新株予約権が17百万円減少したことよるものです。  

当社グループの損益面の最重要課題は、早期に安定した単月黒字化体質を実現することであり、今後もまずは売

上拡大による黒字化ではなく、現状の売上高でも黒字化できるレベルまでコストを削減する方針を徹底してまいり

ます。この方針に基づき、各子会社・各事業の下半期計画を見直した結果、下半期は黒字化を実現できる見通しで

すが、第２四半期累計期間の実績を加味した結果として、連結通期の売上高は3,753百万円（前期比20.4%減）、営

業損失は327百万円（前期営業損失1,543百万円）、経常損失は300百万円（前期経常損失2,133百万円）、当期純損

失は596百万円（前期当期純損失3,021百万円）となる見通しです。 

  

 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。 

  

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

4,404

4,603

△198

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

（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
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 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、前連結会計年度において3,021百万円の当期純損失を計

上しており、当第２四半期連結累計期間において、 百万円の四半期純損失を計上した結果 百万円の債務超

過となりました。また、営業キャッシュ・フローについても前連結会計年度1,258百万円、当第２四半期連結累

計期間 百万円とそれぞれマイナスとなっております。そのキャッシュ・フローの状況から延滞債務984百万円

が発生しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 これらの状況を解消するため、当社グループは、第三者割当増資や、新株予約権を発行、行使頂くことで、必

要な資金を調達し、早い段階で債務超過を解消することに最大限注力しております。加えて、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継続的に推進しております。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おります。また、延滞債務のうち約４割は分割合意が成立

しており、残りの６割は今後合意を取り付けて参ります。 

 しかしながら、上記資金調達に関しては、第三者割当増資の時期等の変動や、新株予約権の行使価格や株価の

変動によっては、資金計画の実現可能性に重要な不確実性があるため、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）継続企業の前提に関する重要事象等

666 198

245
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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21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21年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,948 98,122

受取手形及び売掛金 213,721 233,772

商品 32,971 79,799

貯蔵品 6,228 7,047

その他 134,301 137,846

貸倒引当金 △52,606 △21,910

流動資産合計 358,565 534,676

固定資産   

有形固定資産 28,657 49,185

無形固定資産   

その他 107,938 76,830

無形固定資産合計 107,938 76,830

投資その他の資産   

長期貸付金 684,502 －

長期未収入金 1,179,516 803,175

投資不動産（純額） 3,743,984 3,868,128

その他 322,151 816,340

貸倒引当金 △2,020,421 △1,312,466

投資その他の資産合計 3,909,732 4,175,177

固定資産合計 4,046,329 4,301,193

資産合計 4,404,894 4,835,870

負債の部   

流動負債   

買掛金 78,380 60,627

短期借入金 511,881 487,979

未払金 1,616,975 1,395,108

未払法人税等 86,830 29,474

賞与引当金 49,449 －

その他の引当金 72,303 132,273

その他 573,732 744,452

流動負債合計 2,989,554 2,849,916

固定負債   

社債 350,400 350,400

長期借入金 5,500 69,902

長期未払金 821,809 877,292

役員退職慰労引当金 300,541 293,597

偶発損失引当金 82,659 －

その他の引当金 22,412 7,628

その他 30,922 62,095

固定負債合計 1,614,245 1,660,915

負債合計 4,603,799 4,510,831
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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 △7,759,529 △7,092,906

自己株式 △943 △943

株主資本合計 △207,476 279,438

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,061 15,082

評価・換算差額等合計 △1,061 15,082

新株予約権 9,632 27,428

少数株主持分 － 3,090

純資産合計 △198,905 325,038

負債純資産合計 4,404,894 4,835,870
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（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）

前第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) 

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

売上高 2,576,646 1,844,624

売上原価 1,945,931 1,088,396

売上総利益 630,715 756,228

販売費及び一般管理費 1,635,370 1,099,651

営業損失（△） △1,004,654 △343,422

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 －

投資不動産賃貸料 － 97,151

その他 6,980 2,682

営業外収益合計 19,466 99,834

営業外費用   

支払利息 63,805 24,676

株式交付費 57,051 －

持分法による投資損失 4,940 －

不動産賃貸費用 － 52,870

その他 68,495 51,309

営業外費用合計 194,293 128,856

経常損失（△） △1,179,482 △372,444

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 15,160

関係会社株式売却益 1,378,674 22,325

その他 76,745 33,293

特別利益合計 1,455,420 70,779

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 －

事業整理損 － 51,973

偶発損失引当金繰入額 － 81,213

その他 824,810 185,696

特別損失合計 2,223,505 318,883

税金等調整前四半期純損失（△） △1,947,567 △620,548

法人税、住民税及び事業税 11,355 48,439

法人税等調整額 △225,454 725

法人税等合計 △214,099 49,164

少数株主損失（△） － △3,090

四半期純損失（△） △1,733,467 △666,622
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

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

売上高 1,245,750 897,454

売上原価 877,527 515,897

売上総利益 368,222 381,556

販売費及び一般管理費 804,617 478,294

営業損失（△） △436,394 △96,737

営業外収益   

受取利息及び配当金 770 －

保険解約返戻金 10,372 －

投資不動産賃貸料 － 44,228

その他 3,974 △7,932

営業外収益合計 15,116 36,295

営業外費用   

支払利息 28,024 8,975

株式交付費 57,051 －

持分法による投資損失 1,787 －

不動産賃貸費用 － 25,000

その他 42,086 15,418

営業外費用合計 128,950 49,394

経常損失（△） △550,228 △109,836

特別利益   

事業譲渡益 43,008 －

関係会社株式売却益 129,674 22,325

その他 9,223 15,043

特別利益合計 181,906 37,369

特別損失   

減損損失 426,864 －

投資有価証券評価損 106,703 －

事業整理損 － 51,973

貸倒引当金繰入額 － 36,171

事業整理損失引当金繰入額 － △50,000

その他 538,093 115,952

特別損失合計 1,071,660 154,097

税金等調整前四半期純損失（△） △1,439,982 △226,565

法人税、住民税及び事業税 5,722 32,073

法人税等調整額 △15 725

法人税等合計 5,706 32,798

四半期純損失（△） △1,445,688 △259,364
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 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、前連結会計年度において3,021百万円の当期純損失を計

上しており、当第２四半期連結累計期間において、 百万円の四半期純損失を計上した結果 百万円の債務超

過となりました。また、営業キャッシュ・フローについても前連結会計年度1,258百万円、当第２四半期連結累

計期間 百万円とそれぞれマイナスとなっております。そのキャッシュ・フローの状況から延滞債務984百万円

が発生しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 これらの状況を解消するため、当社グループは、第三者割当増資や、新株予約権を発行、行使頂くことで、必

要な資金を調達し、早い段階で債務超過を解消することに 大限注力しております。加えて、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継続的に推進しております。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おります。また、延滞債務のうち約４割は分割合意が成立

しており、残りの６割は今後合意を取り付けて参ります。 

 しかしながら、上記資金調達に関しては、第三者割当増資の時期等の変動や、新株予約権の行使価格や株価の

変動によっては、資金計画の実現可能性に重要な不確実性があるため、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。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

666 198

245
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当第２四半期連結会計期間（自平成21年８月21日 至平成21年11月20日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年５月21日 至平成21年11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 

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２四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２四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。  

  

  

（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 
 229,222 629,291 38,940 897,454 － 897,454

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,033 1,609 － 2,642 (2,642) －

計  230,255 630,901 38,940 900,096 (2,642) 897,454

営業利益（又は、営業損失)  8,086  (83,627) (21,196)  (96,737) －  (96,737)

  

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 
 426,697 1,345,451 72,476 1,844,624 － 1,844,624

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,348 3,310 － 5,659 (5,659) －

計  429,046 1,348,761 72,476 1,850,284 (5,659) 1,844,624

営業損失  16,501  286,326 40,594  343,422 －  343,422

(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 

〔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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