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（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 ％ 

23年５月期第１四半期  895   △5.5  △72  － △127  －  △213  －

22年５月期第１四半期  947  △28.8  △246  － △262  －  △407  －

  
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 

23年５月期第１四半期  △0  89  －  －

22年５月期第１四半期  △2  12  －  －

  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 

23年５月期第１四半期 4,575   △352  △9.9  △1 88

22年５月期  4,584   △229  △5.1  △0   98

（参考）自己資本 23年５月期第１四半期 △452百万円 22年５月期 △235百万円

  
年間配当金

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 

22年５月期  －  －  0 00 － － 0 00  0 00 

23年５月期  －  －

23年５月期（予想）  0 00 － － 0 00  0 00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無     

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  1,949  5.7  △105  －  △156  －  △188  －  △0  79

通期  4,429  16.9  149  －  83  －  20  －  0  08

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無     



  

４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他」をご覧ください。） 

新規       － 社  （社名）                        、除外      － 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連

結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無     

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

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） 23年５月期１Ｑ 240,305,720株 22年５月期 240,305,720株

②期末自己株式数 23年５月期１Ｑ 1,004株 22年５月期 1,004株

③期中平均株式数（四半期累計） 23年５月期１Ｑ 240,304,716株 22年５月期１Ｑ 192,244,572株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループは、前期において主力子会社を「㈱日本エル・シー・エー」、「㈱カーリンク（旧㈱リンク・プ

ロモーション、平成22年8月に商号変更）」、「㈱ＣＯＳＭＯ」、「㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋ」の４社に絞り

込むなどの大規模なリストラクチャリングと、それに伴う大胆なコスト削減を行いました。当第１四半期は、リ

ストラクチャリング後の４社の業績拡大に集中するとともに、引き続き各種コストダウン策の実行に注力してま

いりました。 

 当社グループは、前期下半期は営業利益黒字化を実現したものの、マネジメントコンサルティング事業におい

ては、従来からの傾向として顧客企業の予算編成時期である３～５月が年間での受注のピークとなり上半期は相

対的に受注が伸び悩むこと、ビジネスパッケージ事業では、中核事業である中古車の販売・買取フランチャイズ

（以下、ＦＣ）事業「愛車広場カーリンク」において、業界動向（政府によるエコカー補助金施策）及び季節指

数の影響から、上半期の自動車販売台数が低調になること、さらに㈱ＣＯＳＭＯにおいて外部企業からの収益獲

得を本格化するには今しばらくの時間が必要であること等を鑑み、当期上半期は赤字の見通しとしておりまし

た。当第１四半期については、この計画通りに推移しており、前年同期比対比で営業利益は174,455千円、経常

利益は134,978千円の赤字幅減少（改善）を実現いたしました。 

さらに、当期における 重要経営課題である債務超過解消につきましては、資金調達及び資本業務提携がで

きるビジネスパートナーとの協業に向けて協議を進めております。 

  

以上の結果、売上高は 千円（前年同四半期比5.5%減）、営業損失は 千円（前年同四半期営業損

失 千円）、経常損失は 千円（前年同四半期経常損失 千円）、四半期純損失は 千円

（前年同四半期四半期純損失 千円）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 

当社グループの中核企業である㈱日本エル・シー・エーでは、住宅・不動産業界、自動車関連業界、その

他店舗ビジネス業界を中心に、「販売力強化コンサルティング」「組織力強化コンサルティング」を展開

し、堅調な受注実績をあげており、特に事業の柱の一つである「住宅・不動産業界」に関しては前期から引

き続き、好調な受注を記録した結果、㈱日本エル・シー・エーのマネジメントコンサルティング事業分野に

おける業績は、売上高263,405千円、営業利益66,024千円となり、売上高では前年同期と比較して154％の実

績を挙げております。 

  

その他の会社の業績を含めたマネジメントコンサルティング事業全体の業績は、当第１四半期での営業利

益黒字化を実現し、売上高は276,701千円（前年同四半期比40.1%増）、営業利益36,555千円（前年同四半期

営業損失24,587千円）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」を運営する㈱カーリンクでは、政府が実施したエコカー

補助金施策の影響により中古車業界全体が厳しい状況の中、直営部門においては、出張査定センターの強化

により買取数を前年比124％に伸ばしました。また、ＦＣ加盟店は第１四半期３ヶ月間連続で前年比増収増益

を実現しています。 

 財務コンサルティングパッケージを提供する㈱ＣＯＳＭＯでは、平成22年６月よりＳＢＩキャピタルソリ

ューションズ㈱との共同によるＭ＆Ａセミナーを開催し、Ｍ＆Ａや事業承継支援の案件発掘を進めてきた結

果、受注を飛躍的に伸ばしてまいりました。 

また、７月には韓国ビッグ４会計法人である三逸（サミル）会計法人（PricewaterhouseCoopers韓国）と

の業務提携により、韓国市場に対するIPOアドバイザーサービスを開始しました。同じく７月に韓国知識経済

部（日本の経済産業省に相当）の所轄団体である韓日財団との業務提携を行い、日韓におけるＭ＆Ａの情報

交流を促進させるための方策として、韓日財団及び㈱ＣＯＳＭＯ連名による「日韓Ｍ＆Ａニュースレター」

を既に第３号まで発行するなど、アジア地域（主に日本・韓国・中国）の「クロスボーダーＭ＆Ａ」支援獲

得に向けての動きも加速させております。 

顧客囲い込み戦略等の支援を行う㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋでは、主力商品である顧客アフターフォロー

システム「ＰＡＮＯ」の展開に加えて、当期より外食業界への事業展開に注力し、顧客数を増やしておりま

す。今後、外食業界に特化した商品を順次リリースし、さらに業容を拡大していく予定です。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

895,440 72,230

246,685 127,629 262,607 213,920

407,258
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以上の結果、ビジネスパッケージ提供事業全体としては、対前年同期比約100,053千円の営業利益改善を

実現し、売上高は598,015千円（前年同四半期比16.5%減）、営業損失102,645千円（前年同四半期営業損失

202,698千円）となりました。 

  

③ 海外戦略事業 

韓国向けコンサルティングについては、㈱日本エル・シー・エーによる「知的生産性向上システム：ＤＩ

ＰＳ（ディップス）」を活用したコンサルティングの展開により、前期に引き続き堅調に受注を伸ばしてお

ります。７月には韓国国内で２冊目のＤＩＰＳ書籍を発刊いたしました。また提携先であるＫ－ＭＡＣ（韓

国能率協会コンサルティング）との共催セミナーを開催するなど、積極的なマーケティング活動を展開して

おります。 

 中国向けコンサルティングについては、当事業を担当する国内及び中国の子会社の戦略と体制の見直しを

進め、当第１四半期は新体制の整備、移行準備期間として位置付けて活動してまいりました。これまで展開

してきた中国向けコンサルティングのノウハウを集約し、収益力向上を実現すべく準備を進めております。 

  

以上の結果、対前年同期比13,258千円の営業利益改善を実現し、売上高20,723千円（前年同四半期比

38.2%減）、営業損失6,140千円（前年同四半期営業損失19,398千円）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１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ8,769千円減少し、 千円となりました。

これは主に現金及び預金18,100千円、長期未収入金18,127千円が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113,809千円増加し、 千円となりました。こ

れは主に未払金150,638千円、未払費用48,959千円が増加し、短期借入金56,171千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122,578千円減少し、 千円となりました。

これは少数株主持分94,656千円が増加し、利益剰余金が213,920千円、その他有価証券評価差額金が3,314千円減

少したことよるものです。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当期（平成23年５月期）の連結業績予想につきましては、平成22年７月９日公表の予想数値から変更ありませ

ん。 

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 一般債権の貸倒見積高の算定方法につきましては、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年

度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等を

使用して算定する方法によっております。 

 （たな卸資産の評価方法） 

 四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前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する方法によっております。 

（固定資産の減価償却費の算出方法） 

 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

間按分して算出する方法によっております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 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す

る方法によっております。  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に一時差異等の発生・解消状況に一部変化

は認められるものの、そ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する方法によっております。 

  

4,575,826

4,928,123

△352,297

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。  

（表示方法の変更） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、  

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ 

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 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、当第１四半期連結累計期間において営業キャッシ

ュ・フローは 千円のプラスとなったものの、前連結会計年度にて 千円、当第１四半期連結累計期間

において 千円の営業損失を計上しております。また、当第１四半期連結累計期間において四半期純損失

千円を計上した結果、前連結会計年度末に引続き、 千円の債務超過となっております。その他、各

種税金の滞納に対して、税務当局から当社グループ保有の重要な資産の差押を受けております。 

 これらにより、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、第三者割当増資や新株予約権の発行、発行済み新株予約権の権利

行使をして頂く等のファイナンスにより、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。また、本業の面においては、平成22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さらなる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、抜本的なマネジメント体制の革新を進めてまいります。また、資産の差押に対しては、

現在関係当局と差押解除に向け納付方法等について協議中であり、今後適切に対応していく所存でございます。 

 しかしながら、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額や株価の変動に

よっては、資金計画の実現可能性に重要な不確実性があり、また、資産の差押解除についても関係当局との協議が

終了していないため、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。  

25,713 329,320

72,230

213,920 352,297
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 59,033 77,134

受取手形及び売掛金 242,022 235,587

商品 69,924 64,823

貯蔵品 1,551 1,798

繰延税金資産 15,229 15,229

その他 268,353 216,831

貸倒引当金 △65,881 △35,716

流動資産合計 590,233 575,688

固定資産   

有形固定資産 33,609 21,679

無形固定資産   

その他 115,613 116,905

無形固定資産合計 115,613 116,905

投資その他の資産   

長期貸付金 738,906 730,617

長期未収入金 1,251,341 1,269,468

投資不動産（純額） 3,610,282 3,621,878

繰延税金資産 99,441 98,786

その他 119,864 158,174

貸倒引当金 △1,983,467 △2,008,603

投資その他の資産合計 3,836,369 3,870,322

固定資産合計 3,985,592 4,008,907

資産合計 4,575,826 4,584,595

負債の部   

流動負債   

買掛金 72,953 54,589

短期借入金 492,207 548,378

1年内償還予定の社債 356,600 356,900

未払金 2,008,490 1,857,851

未払費用 435,020 386,061

未払法人税等 380,456 376,829

賞与引当金 55,238 85,300

その他の引当金 464 37,456

その他 277,187 268,082

流動負債合計 4,078,618 3,971,449

固定負債   

長期未払金 737,671 721,917

役員退職慰労引当金 3,648 3,648

偶発損失引当金 75,660 61,579

その他の引当金 29,669 39,222

その他 2,856 16,497

固定負債合計 849,505 842,864

負債合計 4,928,123 4,814,314
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年５月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,629,530 5,629,530

資本剰余金 2,158,464 2,158,464

利益剰余金 △8,235,415 △8,021,494

自己株式 △943 △943

株主資本合計 △448,364 △234,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,025 △710

評価・換算差額等合計 △4,025 △710

新株予約権 4,704 4,704

少数株主持分 95,388 731

純資産合計 △352,297 △229,718

負債純資産合計 4,575,826 4,584,595
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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21年５月21日 
 至 平成21年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成22年８月20日) 

売上高 947,170 895,440

売上原価 572,498 558,991

売上総利益 374,671 336,449

販売費及び一般管理費 621,356 408,679

営業損失（△） △246,685 △72,230

営業外収益   

投資不動産賃貸料 52,923 46,415

その他 10,614 2,031

営業外収益合計 63,538 48,447

営業外費用   

支払利息 15,700 19,942

延滞税等 － 38,607

不動産賃貸費用 27,869 20,454

その他 35,890 24,842

営業外費用合計 79,461 103,847

経常損失（△） △262,607 △127,629

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 － 18,880

関係会社株式売却益 － 7,665

その他 11,790 25,565

特別利益合計 33,410 52,111

特別損失   

関係会社株式売却損 － 31,546

退職給付制度終了損 － 35,994

偶発損失引当金繰入額 56,267 14,270

事業整理損失引当金繰入額 50,000 －

その他 58,518 49,876

特別損失合計 164,785 131,687

税金等調整前四半期純損失（△） △393,983 △207,206

法人税、住民税及び事業税 16,365 274

法人税等調整額 － △655

法人税等合計 16,365 △380

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △206,825

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,090 7,095

四半期純損失（△） △407,258 △213,920
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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、当第１四半期連結累計期間において営業キャッシ

ュ・フローは25,713千円のプラスとなったものの、前連結会計年度にて329,320千円、当第１四半期連結累計期間

において72,230千円の営業損失を計上しております。また、当第１四半期連結累計期間において四半期純損失

213,920千円を計上した結果、前連結会計年度末に引続き、352,297千円の債務超過となっております。その他、各

種税金の滞納に対して、税務当局から当社グループ保有の重要な資産の差押を受けております。 

 これらにより、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、第三者割当増資や新株予約権の発行、発行済み新株予約権の権利

行使をして頂く等のファイナンスにより、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。また、本業の面においては、平成22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さらなる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、抜本的なマネジメント体制の革新を進めてまいります。また、資産の差押に対しては、

現在関係当局と差押解除に向け納付方法等について協議中であり、今後適切に対応していく所存でございます。 

 しかしながら、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額や株価の変動に

よっては、資金計画の実現可能性に重要な不確実性があり、また、資産の差押解除についても関係当局との協議が

終了していないため、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 。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、主に商品・サービス別のセグメントから構成されており、「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」及び「海外戦略事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 各セグメントの内容は、以下のとおりであります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年５月21日 至平成22年８月20日） 

（注）１．調整額△3,614千円は、セグメント間取引の消去であります。 

 ２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております 。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

「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 

「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 

「海外戦略事業」 … 上記２事業の中国・韓国等への海外展開 

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額(注)２ 

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 計 

売上高             

外部顧客への売上高  276,701  598,015  20,723  895,440  －  895,440

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 903  2,711  －  3,614  (3,614)  －

計  277,604  600,726  20,723  899,055  (3,614)  895,440

セグメント利益（又は損失）  36,555  (102,645)  (6,140)  (72,230)  －  (72,230)
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 該当事項はありません。  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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