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1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年5月21日～平成22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 ％

22年5月期第3四半期 2,786 △19.5 △329 ― △403 ― △778 ―
21年5月期第3四半期 3,463 ― △1,418 ― △1,648 ― △2,516 ―

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3四半期 △4.00 ―
21年5月期第3四半期 △53.10 ―

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3四半期 4,541 △316 △7.1 △1.63
21年5月期 4,835 325 6.1 1.57

（参考） 自己資本   22年5月期第3四半期  △321百万円 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 ― △498 ― △848 ― △4.36
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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22年１月４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月期業績予想の修正及び特別利益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3四半期 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3四半期  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3四半期 194,515,594株 21年5月期第3四半期  47,385,729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ける経営体制刷新後、「事業の選択と集中」「徹底したコストダウ

ン」を主軸とした収益構造改善に取り組んでまいりました。第２四半期連結会計期間において、全てのグループ会社

の事業内容、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立案・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。当第３四半期連結会計期間は、これらの新しい取り組みを本格的に実行する期間とな

り、その結果、当第３四半期連結会計期間の営業利益は13百万円となり、四半期単位（３ヶ月間）の業績としては、

平成19年5月期第4四半期以来（２年９ヶ月ぶり）の営業黒字を実現することができました。 

 当第３四半期連結会計期間の売上高は942百万円（前年同四半期比6.2%増）、営業利益は13百万円（前年同四半期

営業損失413百万円）、経常損失は31百万円（前年同四半期経常損失469百万円）、四半期純損失は112百万円（前年

同四半期純損失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 

 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、経済状況が相変わらず低迷している環境下におい

て、顧客の売上向上に直結するコンサルティング商品群と、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ＤＩＰＳ」が引続き高い評価を受け、順調に受注を拡大し、当第３四半期連結会計期間

は、売上高200百万円、営業利益62百万円の業績を上げることができました。その他のグループ会社の業績を含めた

セグメント全体では、売上高210百万円（前年同四半期比40.7%増）、営業利益23百万円（前年同四半期営業損失94百

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、第２四半期から取り組んでまいりました収益構造改善策が功を奏し、

当第３四半期連結会計期間において営業利益黒字化を実現できました。ＦＣ数は、１月末時点で加盟数123件、開業

数100店舗を実現しております。「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

ネスモデルについて、ユーザーからの高い支持を得ることができ、国内の中古車市場は11月～１月期の中古車登録台

数が前年同期比93％であるのに対し、同社の直営店での中古車販売台数は前年同期比124％、さらに、ＦＣ既存店

（平成20年10月迄に開業）５３店舗の中古車販売台数は前年同期比120％という実績をあげております。 

 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では、「ＰＡＮＯ」の受注拡大に成功し、黒字化を実現することができまし

た。また、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）では、第２四半期まではグループ内企業向けのシェアードサービスが中心でしたが、

独自セミナーの開催や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・エーとの連携

により、外部企業から財務系や人事系のコンサルティング受注を実現し、今後の展開に期待が持てる状況となってお

ります。 

 この結果、期首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287百万円の利益改善を実現でき、売上高は681百万円（前年同四半期比3.0%減）、営業損失6百万円（前年

同四半期営業損失294百万円）となりました。 

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では、「知的生産性向上システムＤＩＰＳ」

を中国市場向けにアレンジした商品の受注拡大に取り組んでまいりました。更に、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、凌空行（上海）企業経営有限公司との連携と、中国国内で 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」のコンサルティング受注に取り組むと共に、第２四半期に受注した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へのコンサルティングを実行してまいりました。また、コストダ

ウンにも徹底して取り組み、結果として、売上高49百万円（前年同四半期比44.0%増）、営業損失２百万円（前年同

四半期営業損失25百万円）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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（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293百万円減少し、 百万円となりました。これ

は主に現金及び預金48百万円、投資有価証券76百万円及び投資不動産184百万円が減少したこと等によるものです。

当第３四半期末における負債は、前連結会計年度に比べ348百万円増加し、 百万円となりました。これは主

に短期借入金219百万円及び未払金224百万円が増加し、一年内返済予定の長期借入金100百万円及び長期借入金69百

万円が減少したこと等によるものです。 

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641百万円減少し、 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778百万円、その他有価証券評価差額金が17百万

円、新株予約権が22百万円減少したことよるものです。 

  

売上高、営業利益については、修正はございません。当第３四半期連結会計期間（平成21年11月21日～平成22年

２月20日）の営業利益は13百万円となり、四半期単位（３ヶ月間）の業績としては、平成19年５月期第4四半期以来

（２年９ヶ月ぶり）の営業黒字を実現することができました。これは平成22年１月４日に公表いたしました業績予

想の計画どおりであり、通期連結営業利益の修正はございません。 

経常利益については、過去の未払債務等に対する遅延利息等の発生、及び当社の 重要経営課題であります資金

調達へ向けたファイナンス活動に伴う資金調達関連の費用について、第３四半期において、当初の計画よりも77百

万円の費用が追加で発生しており、第４四半期においても126百万円の追加費用が発生すること等を鑑み、計画外の

営業外収益と併せて、経常利益を198百万円の計画修正をしております。 

また、当期純利益については、第３四半期の連結において、特別損失として、事業整理損64百万円、貸倒引当金

繰入額▲31百万円、その他50百万円の合計84百万円が発生したことにより、計画外の特別利益と併せて、当初の予

想よりも54百万円の特別損失が拡大しております。 

以上の結果、平成22年５月期通期（平成21年５月21日～平成22年５月20日）の業績予想を修正いたします。 

  

 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

4,541

4,858

△316

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、当第３四半期連

結累計期間においても778百万円の四半期純損失を計上しており316百万円の債務超過となっております。そのよ

うな状況から延滞債務947百万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。  

 これらの状況の解消に向け、当社グループは、平成22年４月５日に第三者割当増資（デット・エクイティ・ス

ワップ）による234百万円の新株式発行を行い、同額分だけは債務超過額が改善されました。引続き、新たな第

三者割当増資や新株予約権の発行及び権利行使、発行済み新株予約権の権利行使を頂く等により、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 大限注力してまいります。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。その結果、当第３四半期連結期間（単期）において営業利益13百万円を計上することができました。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。また、延滞債

務のうち約５割強は分割弁済合意が成立しており、残りについても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項等
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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21年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 49,456 98,122

受取手形及び売掛金 281,882 233,772

商品 40,447 79,799

貯蔵品 3,788 7,047

その他 216,904 137,846

貸倒引当金 △37,944 △21,910

流動資産合計 554,535 534,676

固定資産   

有形固定資産 26,252 49,185

無形固定資産   

その他 109,713 76,830

無形固定資産合計 109,713 76,830

投資その他の資産   

長期貸付金 688,380 353,413

長期未収入金 1,225,123 803,175

投資不動産（純額） 3,683,313 3,868,128

その他 302,528 462,926

貸倒引当金 △2,047,909 △1,312,466

投資その他の資産 3,851,436 4,175,177

固定資産合計 3,987,402 4,301,193

資産合計 4,541,937 4,835,870

負債の部   

流動負債   

買掛金 51,156 60,627

短期借入金 707,475 487,979

未払金 1,619,170 1,395,108

未払法人税等 108,163 29,474

賞与引当金 59,135 －

その他の引当金 59,817 132,273

その他 1,001,099 744,452

流動負債合計 3,606,018 2,849,916

固定負債   

社債 － 350,400

長期借入金 － 69,902

長期未払金 820,636 877,292

役員退職慰労引当金 302,493 293,597

偶発損失引当金 69,566 －

その他の引当金 36,585 7,628

その他 23,574 62,095

固定負債合計 1,252,857 1,660,915

負債合計 4,858,875 4,510,831
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 △7,871,638 △7,092,906

自己株式 △943 △943

株主資本合計 △319,584 279,438

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,057 15,082

評価・換算差額等合計 △2,057 15,082

新株予約権 4,704 27,428

少数株主持分 － 3,090

純資産合計 △316,938 325,038

負債純資産合計 4,541,937 4,835,870
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（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年２月20日) 

売上高 3,463,895 2,786,840

売上原価 2,617,844 1,568,106

売上総利益 846,051 1,218,734

販売費及び一般管理費 2,264,378 1,548,218

営業損失（△） △1,418,327 △329,483

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 －

投資不動産賃貸料 － 137,337

その他 12,178 10,751

営業外収益合計 25,140 148,088

営業外費用   

支払利息 90,753 52,399

株式交付費 72,019 －

持分法による投資損失 4,940 －

不動産賃貸費用 － 50,154

延滞税等 － 52,028

その他 87,767 67,710

営業外費用合計 255,481 222,293

経常損失（△） △1,648,669 △403,688

特別利益   

前期損益修正益 － 27,445

関係会社株式売却益 1,378,674 22,325

その他 88,938 51,025

特別利益合計 1,467,613 100,795

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 －

事業整理損 － 116,267

その他 1,508,904 286,737

特別損失合計 2,549,934 403,005

税金等調整前四半期純損失（△） △2,730,990 △705,897

法人税、住民税及び事業税 14,932 74,517

法人税等調整額 △229,219 1,406

法人税等合計 △214,287 75,924

少数株主損失（△） △356 △3,090

四半期純損失（△） △2,516,347 △778,731
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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３四半期連結会計期間 
(自 平成21年11月21日 
 至 平成22年２月20日) 

売上高 887,249 942,215

売上原価 671,913 479,709

売上総利益 215,335 462,506

販売費及び一般管理費 629,008 448,567

営業利益又は営業損失（△） △413,673 13,938

営業外収益   

受取利息及び配当金 476 －

投資不動産賃貸料 － 40,186

その他 5,197 9,182

営業外収益合計 5,674 49,368

営業外費用   

支払利息 26,948 27,723

株式交付費 14,967 －

資金調達費用 － 31,852

延滞税等 － 19,748

その他 19,272 15,227

営業外費用合計 61,188 94,551

経常損失（△） △469,187 △31,243

特別利益   

前期損益修正益 － 21,400

その他 12,193 8,616

特別利益合計 12,193 30,016

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 －

事業整理損 － 64,294

貸倒引当金繰入額 － △31,039

その他 142,183 50,867

特別損失合計 326,429 84,121

税金等調整前四半期純損失（△） △783,423 △85,349

法人税、住民税及び事業税 3,577 26,078

法人税等調整額 △3,764 681

法人税等合計 △187 26,759

少数株主損失（△） △356 －

四半期純損失（△） △782,880 △112,108
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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、当第３四半期連

結累計期間においても778百万円の四半期純損失を計上しており316百万円の債務超過となっております。そのよ

うな状況から延滞債務947百万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。  

 これらの状況の解消に向け、当社グループは、平成22年４月５日に第三者割当増資（デット・エクイティ・ス

ワップ）による234百万円の新株式発行を行い、同額分だけは債務超過額が改善されました。引続き、新たな第

三者割当増資や新株予約権の発行及び権利行使、発行済み新株予約権の権利行使を頂く等により、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 大限注力してまいります。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。その結果、当第３四半期連結期間（単期）において営業利益13百万円を計上することができました。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。 

 また、延滞債務のうち約５割強は分割弁済合意が成立しており、残りについても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
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当第３四半期連結会計期間（自平成21年11月21日 至平成22年２月20日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年５月21日 至平成22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 

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３四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３四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  210,732 681,827 49,656 942,215  － 942,215

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 949 2,122 － 3,071 (3,071) －

計  211,681 683,949 49,656 945,287 (3,071) 942,215

営業利益（損失）  23,758  (6,991) (2,827)  13,938  －  13,938

  

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  637,429 2,027,278 122,132 2,786,840  － 2,786,840

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,298 5,432 － 8,730 (8,730) －

計  640,728 2,032,711 122,132 2,795,571 (8,730) 2,786,840

営業利益（損失）  7,257  (293,318) (43,422)  (329,483)  －  (329,483)

(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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