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1.  平成23年5月期の連結業績（平成22年5月21日～平成23年5月20日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年5月期 3,290 △13.1 87 ― △58 ― 360 ―
22年5月期 3,788 △19.7 △329 ― △502 ― △928 ―
（注）包括利益 23年5月期 472百万円 （―％） 22年5月期 △947百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年5月期 1.50 ― ― △1.6 2.7
22年5月期 △4.62 ― ― △10.7 △8.7
（参考） 持分法投資損益 23年5月期  ―百万円 22年5月期  ―百万円

(2) 連結財政状態
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 2,959 330 4.3 0.53
22年5月期 4,584 △229 △5.1 △0.98
（参考） 自己資本  23年5月期  126百万円 22年5月期  △235百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年5月期 △825 934 △42 143
22年5月期 △227 △125 335 77

2.  配当の状況
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年5月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年5月21日～平成24年5月20日）
（％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) 615 △68.7 6 △91.5 △42 ― △114 ― △0.47
通期 1,351 △58.9 135 53.9 37 ― 15 △95.8 0.06

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

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社カーリンク

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 　：　有
② ①以外の変更 　：　無

(3) 発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期 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 1,004 株 22年5月期 1,004 株
③ 期中平均株式数 23年5月期 240,304,716 株 22年5月期 201,007,017 株



※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きを実施中であります。

※ 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仮定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、添付資料２ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧く
ださい。
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（1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当社グループは、前連結会計年度より「事業の選択と集中」と「徹底したコスト削減」を重点経営課題とし、子会

社の大規模なリストラクチャリングによる経営資源の集中と、固定費を中心とした大胆なコストダウン策を進めてま

いりました。また、当連結会計年度の 重要課題であった債務超過解消に向け様々な施策を展開してまいりました。

これらの施策が進捗し、不採算事業の整理及び子会社の売却等が完了したことにより、コア事業への資源の集中投

下が可能となった結果、平成23年５月期における通期連結営業利益は 千円となり、平成19年５月期以降、４年

ぶりに黒字化を実現しました。 

また、債務超過解消施策の一環として、各債権者との折衝を重ねることにより、債務免除益、貸倒引当金戻入益等

の特別利益の計上を実現しました。この結果、負債総額を前期対比で半減することができております。その他の特別

利益の計上を含め、当連結会計年度末時点の株主資本の額は 千円となり、債務超過を解消できる見通しとな

っております。 

当社株式は、東京証券取引所の上場廃止基準（債務超過）にかかる猶予期間入り銘柄に指定されておりますが、平

成23年８月開催予定の当社定時株主総会後に平成23年５月期有価証券報告書を関東財務局長に提出し、債務超過の解

消が確認された時点で、同猶予期間入り銘柄から解除される見込みであります。なお、当社は４．連結財務諸表(7)

連結財務諸表に関する注記事項（重要な後発事象）に記載のとおり、平成23年６月24日付で、債務免除を受けた先の

ひとつである㈱グリーンから、債務免除を取り消した額での貸金返還請求訴訟の提起を受けております。 

以上の結果、売上高は 千円（前年同期比13.1％減）、営業利益は 千円（前年同期営業損失

千円）、経常損失は 千円（前年同期経常損失 千円）、当期純利益は 千円（前年同期当期純損失

千円）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりです。 

①マネジメントコンサルティング事業  

「マネジメントコンサルティング事業」は、長年に亘って安定的な収益基盤を誇っており、その中でも㈱日本エ

ル・シー・エーは、当社グループの中核企業として業績全体を牽引する役割を果たしております。当期は、従来から

同社が得意としてきた経営戦略立案、営業収益向上、人事評価制度構築コンサルティングに加え、ミドルマネージャ

ー向けの教育研修サービス分野が躍進し、主要分野の１つとして成長いたしました。また業界特化型の「住宅・不動

産業界」「自動車業界」「ＳＳ＆店舗ビジネス業界」の各分野においても、業界全体が低調な中、顧客からの高い支

持を受け、売上拡大を実現いたしました。 

その他のグループ会社の業績を含めたセグメント全体の結果として、売上高 千円（前期比22.7％増）、

営業利益 千円（前期比224.4％増）となりました。 

②ビジネスパッケージ提供事業 

車の販売・買取フランチャイズ事業「愛車広場カーリンク」を運営する㈱カーリンクは、加盟店支援分野において

は、スーパーバイジングによる教育研修を実施し、営業力向上に注力したことで各加盟店ごとの業績が着実に向上

し、１加盟店あたりの売上総利益は前年比で108.4%伸長し、１店舗あたり営業利益も4,399千円を実現いたしまし

た。しかしながら、当期においてはエコカー補助金施策終了に伴う買い替え需要低下や、東日本大震災等の影響によ

る良質中古車の市場流入の減少から、直営店分野における収益が停滞し、また、加盟店の新規開拓率の低下から、フ

ランチャイズ事業分野での売上も伸び悩む結果となりました。なお、当社は、当期における債務超過の解消、及び、

今後の経営再建を目指す中で、㈱カーリンクの業績低迷を許容できる状況ではなくなったことから、平成23年５月20

日付にて、当社の保有する㈱カーリンクの株式全てを売却しております。そのため、株式会社カーリンクについて

は、当連結会計年度末で連結対象外となり、期中の損益のみを連結業績に含めております。 

顧客囲い込み戦略立案コンサルティングを中核とする㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋでは、同社の主力商品である顧客

アフターフォローシステム「ＰＡＮＯ」を、飲食店向けにカスタマイズした「グルメール」をリリースいたしまし

た。また、洗車場直営分野については、長引く業績不振を理由として完全撤退しております。 

平成21年に当社経営管理部門を分社化して設立した㈱ＣＯＳＭＯでは、引き続き、当社グループ各社に対するシェ

アド・サービスの提供を主軸としながら、外部企業に対する事業承継、Ｍ＆Ａ、財務系・人事系コンサルティング等

の分野において、同社の収益力の礎となる商品・サービスの開発に取り組んでまいりました。その結果、当社グルー

プ各社に対するシェアド・サービス以外の分野における売上が全体の37.5％を超えるまでに成長し、さらに、Ｍ＆Ａ

コンサルティング分野において強みとなる同業他社との「協業」等の各種ネットワークの拡大を実現することができ

ました。加えて、アジア地域（主に日本・韓国・中国）の「クロスボーダーＭ＆Ａ、業務提携、ＩＰＯ」の支援・仲

介事業を新たな収益基盤とすべく、特に韓国での知名度向上に向けた広報活動等を進めております。 

以上の結果、売上高 千円（前期比23.2％減）、営業損失 千円（前期営業損失 千円）とな

りました。 

１．経営成績

87,741

126,361

3,290,438 87,741 329,320

58,887 502,830 360,804

928,587

1,106,750

217,996

2,098,989 138,999 338,735
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③ 海外戦略事業 

海外戦略事業においては、主に㈱日本エル・シー・エーが韓国向けに「知的生産性向上システム：ＤＩＰＳ（ディ

ップス）」を活用したコンサルティングを展開し、既存顧客からの高いリピート率により、当連結会計年度において

も堅調な業績を維持しております。 

その結果、 終的にはセグメント合計で売上高 千円（前期比43.8％減）、営業利益 千円（前期営業損

失 千円）となりました。 

  

（次期の見通し）   

当社グループは、当期において、主要子会社のうち、業績低迷が続いていた㈱カーリンクを売却するなど、抜本的

なリストラクチャリングを行った結果、現在の主力子会社は「㈱日本エル・シー・エー」、「㈱ＣＯＳＭＯ」、「㈱

Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋ」の３社となりました。次期においては、この３社の業績拡大に資源を集中投下することに

より、グループ全体の収益性向上に努めるとともに、引き続き、財務体質改善に向けた活動に注力してまいります。

 ㈱日本エル・シー・エーは、当社グループの創業以来47年間、中核事業としてきた経営コンサルティングサービ

スを提供する企業であり、中小企業から大手企業まで幅広い支持をいただき、当期も高収益を上げ、当社グループの

業績に大きく貢献いたしました。次期は、さらなる飛躍を遂げるべく、業界特化型コンサルティングである「住宅・

不動産業界」、「自動車業界」、「ＳＳ＆店舗ビジネス業界」、「韓国」の全ての分野において、さらなる業績拡大

を目指し、業界特化戦略をより深化させ、同社独自のブランド力の強化を図ります。加えて、より質の高いコンサル

ティングを提供するために、コンサルタント人材への投資、商品開発等を推進し、さらなる高収益の達成に向けた展

開を進めてまいります。 

㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋは、顧客囲い込み戦略等のコンサルティング支援を行う会社であり、主に顧客のアフタ

ーフォローに関するサービスを提供しております。また、当期は、センター管理型ギフトカードの国内 大手である

㈱バリューデザイン社と業務提携し、同社とともに展開しているバリューカードの販売、及び導入支援サービスを推

進してまいりました。次期は、バリューカードの利用履歴から取得できる決済金額や利用履歴データと、顧客アフタ

ーフォローシステム「ＰＡＮＯ」を自動連携する機能をリリースし、業務提携を効果的に活用し、さらなるシェアの

拡大に努めてまいります。 

㈱ＣＯＳＭＯは、当社グループ各社に対するシェアド・サービスを主軸としつつ、経営管理部門として獲得してき

た資金調達や管理業務のノウハウを活かし、事業承継やＭ＆Ａ、資金調達等の財務分野や人事労務管理等の分野を中

心に、グループ内外の企業に対して、様々な経営課題に関する支援を行ってまいりました。次期は、当社グループ各

社に蓄積された様々なコンサルティングノウハウとの融合により、より高付加価値の商品・サービスを開発し、外部

企業向けサービスのさらなる業績拡大を目標としております。さらに、これまで認知向上に注力してきたアジア地域

（主に日本・韓国・中国）の「クロスボーダーＭ＆Ａ、業務提携、ＩＰＯ」の支援・仲介事業については、特に韓国

において「クロスボーダーコンサルティング会社」としての地位確立に努めてまいります。 

以上の結果、通期連結売上高は1,351百万円（前期比58.9%減）、営業利益135百万円（前期比53.9%増）、経常利益

37百万円（前期経常損失 百万円）、当期純利益15百万円（前期比95.8%減）となる見通しです。 

なお、㈱日本エル・シー・エーの株式につきましては、発行済株式総数60％に相当する1,920株が、平成22年７月

８日付で当社借入にかかる譲渡担保が実行されたことにより所有権が移転し、当社保有割合が40％となりました。そ

の後、譲渡担保実行により所有権が移転した株式について、平成22年９月27日付で1,280株、平成23年４月７日付で

640株の、合計1,920株（発行済株式総数に占める割合60％）を、㈱日本エル・シー・エーの役員及び執行役員５名で

構成する日本エル・シー・エー持株会が譲受け、当連結会計年度末時点において同社の筆頭株主となっております。

当社は、㈱日本エル・シー・エーの株式の保有割合について、当事業年度を通じて40％以上を維持しており、ま

た、㈱日本エル・シー・エーの取締役は全員、かつて当社の役員または使用人であった者であることから、当社が㈱

日本エル・シー・エーの意思決定機関を支配している状況に変動はなく、㈱日本エル・シー・エーが金融商品取引法

第166条第５項に規定する「子会社」であったものと認識しており、平成22年７月８日に始まる一連の株式異動は、

子会社の異動に該当しないと判断しております。 

また、１．経営成績(4)事業等のリスク⑧当社子会社の株式の譲渡担保に関するリスクにて記載しておりますとお

り、当連結会計年度末時点における、㈱日本エル・シー・エーの当社保有株式40％のうち31％については、現在、当

社借入れにかかる譲渡担保に供されており、債権者から譲渡担保実行の意思表示を受けております。当社といたしま

しては、譲渡担保手続きが実行された場合であっても、当社の株式保有割合は９％となりますが、当社は、㈱日本エ

ル・シー・エーの株式の60％を保有する日本エル・シー・エー持株会から、「株主総会決議事項において当社の決定

を支持する」旨の誓約書を受領しており、同会が連結財務諸表に関する会計基準第７項(3)に定める「自己の意思と

同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に該当し、かつ、㈱日本エル・シー・エーの取締役が全員、

かつて当社の役員または使用人であった者であることから、当社は㈱日本エル・シー・エーの意思決定機関を支配し

ていると言え、㈱日本エル・シー・エーは引き続き当社子会社に当たるものと考えております。㈱日本エル・シー・

エーは、引き続き当社子会社に当たるものと考えておりますが、同社株式の保有割合が９％となることから、当社の

84,698 8,744

57,778

58
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連結会計上、同社の純利益（純損失）から91％の少数株主損益を控除することとなり、上記見通しについても、当

該状況に鑑み、㈱日本エル・シー・エー株式の保有割合が９％であるものとして算出しております。 

  

（2）財政状態に関する分析 

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成さ

れております。 

（流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）となり、 千

円増加いたしました。主たる増減の内容は、未収入金の増加 千円等であります。 

（固定資産） 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）となり、

千円減少しました。 

 有形固定資産の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）となり、 千円減少いたしました。  

 無形固定資産の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）となり、 千円減少いたしました。  

 投資その他の資産の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）となり、 千円減少いた

しました。 

主たる増減内容は、ソフトウェアの減少113,308千円、繰延税金資産の減少96,472千円及び投資不動産の減少

1,500,855千円、貸倒引当金の減少 千円等であります。 

（流動負債） 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）となり、

1,506,380千円減少しました。主たる増減内容は、短期借入金の減少141,285千円、1年内償還予定の社債の減少

269,300千円、未払金の減少472,391千円、未払費用の減少294,319千円、未払法人税の減少108,740千円等でありま

す。 

（固定負債） 

 当連結会計年度末における固定負債の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）となり、 千

円減少しました。主たる増減の内容は偶発損失引当金 千円の増加、長期未払金の減少721,917千円等でありま

す。 

（純資産） 

 当連結会計年度末における利益剰余金の増加360,804千円等により当連結会計年度の純資産の残高は 千円と

なりました。 

  

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動による資金は 千円の使用（前期比598,144百万円増）となりました。  

 これは、税金等調整前当期純利益 千円に対して、減価償却費 千円、投資不動産売却損 千円、

等による資金の増加がありましたが、債務免除益 千円、未払金の減少 千円、関係会社株式売却益

千円等による資金の減少があったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において投資活動による資金は 千円の獲得（前期は125,530千円の使用）となりました。  

 これは主に、不動産売却収入983,626千円等があったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において財務活動による資金は 千円の使用（前期は335,237千円の獲得）となりました。 

 これは主に短期借入金の減少額 千円、社債の償還による支出 千円等があったことによります。 

 次期におきましても引続き、営業キャッシュ・フローを重点に、キャッシュ・フローの抜本的改善に取り組み、運

転資金の効率的な確保を目指してまいる所存です。  

707,139 575,688 131,451

126,006

2,252,668 4,008,907

1,756,239

19,507 21,679 2,172

2,288 116,905 114,617

2,230,872 3,870,322 1,639,450

116,889

2,465,068 3,971,449

164,174 842,864 678,689

43,554

330,564

825,782

550,409 70,984 440,620

955,013 620,922

187,514

934,707

42,315

14,419 10,720
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当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュフロー／利払い  

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。  

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

（注５）キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・

フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、常に株主の皆様への安定配当を継続し、利益還元を行うことを重要課題と考え、会社収益、配当

性向並びに将来の事業展開に向けた内部留保の充実等を総合的に勘案して成果配分を行うことを基本方針としていま

す。 

しかしながら、平成18年５月期からの累積損失を解消するには至っていないことより、当連結会計年度（平成23年

５月期）の配当は見送らせていただきたくご報告申し上げるとともに、株主の皆様にご迷惑をおかけすることとなり

ましたこと、心よりお詫び申し上げます。次期以降に関しましては、できる限り早期に収益改善を図り、復配を実現

できるよう、全役員・全従業員一丸となって業績の回復に取り組む所存です。 

  

（4）事業等のリスク 

当社グループの事業状況、財務状況等に関して、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のと

おりです。下記記載事項には、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、発表日時点（平成23年７月11

日）において当社グループが認識したものです。 

また、下記記載事項は当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではございません。今後、リスク発生の

可能性を認識した場合や、想定外に発生したリスクに対しては、当社グループ全体で対処すべく取り組んでまいりま

す。  

①コンサルティング事業に関するリスク 

コンサルティング事業においては、契約内容の不備、業務品質に対する顧客不満足の発生、顧客の経営環境の変化

等の理由によって、コンサルティング業務の中断・中止・変更に伴う返金、未入金等のリスク及び売上計上基準の変

更による会計上のリスクがございます。 

当該リスクに対しては、顧客満足度を高めるための品質管理の強化、顧客の満足度調査の実施、当社グループのコ

ンサルタントの育成強化、売上計上基準に関する保守的な判断を行う等の施策により、想定されるリスクの回避を実

施してまいります。 

②フランチャイズ事業に関するリスク 

当社グループでは、過去に当社グループ以外の企業が展開するフランチャイズ事業の加盟獲得支援等を行ってお

り、また、株式会社カーリンク（平成23年５月20日付にて当社が保有する全株式を譲渡）が、「愛車広場カーリン

ク」のフランチャイズ事業を展開しております。 

当社が加盟獲得支援を行ったフランチャイズ加盟者において、当該フランチャイズ事業が想定された収益を上げる

ことができなかった場合やフランチャイズ店の出店ができなかった場合等には、フランチャイズ加盟契約金、または

フランチャイズ加盟契約代行報酬の返金等を行う可能性があります。また、株式会社カーリンクのフランチャイズ加

盟企業が、同様に想定された収益を上げることができなかった場合やフランチャイズ店の出店ができなかった場合等

  平成19年５月期 平成20年５月期 平成21年５月期 平成22年５月期 平成23年５月期

自己資本比率（％）  31.2  △20.0  6.1  △5.1  4.3

時価ベースの自己資本比率

（％）       
 61.9  71.7  120.3  21.0  16.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 －  －  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）    
 －  －  －  －  －
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で、当該加盟勧誘を行った主体者が株式会社カーリンクの社員ではなく、当社グループからの社員であった場合に

は、当社グループ企業においてフランチャイズ加盟契約金の返金等の責任を負う可能性があります。 

当該リスクに対し、当社が過去に加盟獲得支援を行ったフランチャイズ本部に対するアドバイス等に努めておりま

す。 

③情報漏洩に関するリスク 

当社グループでは、開発、販売、経営管理などあらゆる場面でＩＴ技術を駆使しての業務を行っております。ＩＴ

技術を用いての、顧客や仕入先との情報伝達が活発に行われている中、顧客情報や個人情報、当社コンサルティング

ノウハウなどの重要な情報が漏洩する事故や事件が発生した場合には、当社グループの信頼の低下や損害賠償請求等

が発生することが想定され、業績及び財政状況等に悪影響を及ぼす可能性がございます。 

これらのリスクに対し、当社ではセキュリティシステムの強化、重要情報へのアクセス規制、社員に貸与する全て

のノートパソコンへの情報漏洩対策ソフトの導入等により、情報セキュリティー体制を構築しております。 

④中国、韓国における事業に関するリスク 

当社グループは、中国と韓国において現地法人（いずれも合弁会社で子会社及び持分法適用会社）を設立しており

ます。中国における事業に関しては、中国企業の日本進出コンサルティング、日本企業の中国進出コンサルティン

グ、中国におけるマネジメントコンサルティング事業を展開しております。 

韓国においては、外食事業など当社グループで培われた事業ノウハウの提供や、コンサルティング事業の展開を行

っております。また、韓国における営業構造構築のために、韓国企業との業務提携も展開しております。  

中国及び韓国における商習慣、法制度、税制等、政治情勢や文化・宗教の違い等に起因するリスク及び想定外の為替

変動リスクにより、当社グループの信頼性、業績及び財政状況等に悪影響を及ぼす可能性がございます。 

これらのリスクに対しては、現地法人に対する定期的な監査や、法的リスクを回避するための専門機関と連携をと

ることにより、各種対策を行っております。 

⑤差押に関するリスク 

当社は、資金繰りの悪化から、源泉所得税その他の租税債務一部を滞納しておりましたところ、税務当局より当

社の保有する不動産及び、出資金の差押を受けております。これらの差押の解除に向けて、各関係当局と納付方法等

について協議を行っていく予定ではありますが、各関係当局との協議が調わず公売が実行された場合には、当該公売

価額と簿価との差額が特別損失等に計上されることとなり、当社グループの業績及び財政状況等に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

また、差押がなされたことを要因とした信用力の低下により、当社グループの顧客・取引先からの契約解除等が

発生する可能性や借入先やリース契約先等から期限の利益喪失による一括弁済の要求がなされる可能性があります。

このような事態が生じた場合には、売上高の減少、管理費等の計上費用の増大、資金需要の増大等により、当社グル

ープの業績及び財政状況等に影響を与えるリスクがあります。 

これらのリスクに対して、第三者割当増資その他の資金調達や保有資産等の売却による必要資金の確保により、

現状の差押解除及び差押リスクの回避に努めてまいりますと共に顧客企業、取引先とのより親密な関係強化による信

用不安の低減に尽力してまいる所存です。 

⑥潜在株式の行使による株式価値の希薄化に関するリスク 

当社は、当社第４回新株予約権を発行しており、この潜在株式が全て行使された場合の発行株式数は52,800,000

株となり、発表日時点の既発行済株式総数240,305,720株に対する比率は21.97％となり、１株あたりの株式価値が希

薄化され、株価形成に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦訴訟に関するリスク 

 当社は、４．連結財務諸表(7)連結財務諸表に関する注記事項（重要な後発事象）に記載のとおり、平成23年６月

24日付で、㈱グリーンから貸金返還請求訴訟の提起を受けており、当該訴訟事件の進展によっては、当社の業績およ

び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧当社子会社の株式の譲渡担保に関するリスク 

 当社は、㈱グリーンとの間で、平成23年５月19日をもって準消費貸借契約（債権総額405,559千円。以下、「本契

約」といいます）を締結し、その際に当社の保有する債権（未収債権140,355,482円及び将来債権）及び株式（㈱日

本エル・シー・エー普通株式992株。発行済株式総数に占める割合31.0％、㈱カーリンク普通株式183,907株。発行済

株式総数に占める割合81.1％）等に譲渡担保を設定いたしました。また、平成23年５月20日付にて、㈱グリーンとの

間で債権放棄合意書を締結し、本契約に基づく債務のうち、180,000千円について免除の合意を得ておりました。 

 その後、当社は本契約に定める期日までに弁済（総額206,243千円）ができなかったことから、㈱グリーンより㈱

日本エル・シー・エーと㈱カーリンクの株式について、平成23年６月７日付で譲渡担保を実行する旨の意思表示を受

けております。また、平成23年７月７日付で㈱日本エル・シー・エーに対し、同社株式の譲渡承認及び名義書換請求

を求める旨の通知がされております。 

 当社は現在、㈱日本エル・シー・エーの発行済株式総数の40％に相当する株式を保有しており、そのうち譲渡担保

を設定した株式が譲渡された場合には、当社の株式保有割合は９％となりますが、当社は、㈱日本エル・シー・エー
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の株式の60％を保有する日本エル・シー・エー持株会から、「株主総会決議事項において当社の決定を支持する」旨

の誓約書を受領しており、同会が連結財務諸表に関する会計基準第７項(3)に定める「自己の意思と同一の内容の議

決権を行使することに同意している者」に該当し、かつ、㈱日本エル・シー・エーの取締役が全員、かつて当社の役

員または使用人であった者であることから、当社は㈱日本エル・シー・エーの意思決定機関を支配していると言え、

㈱日本エル・シー・エーは引き続き当社子会社に当たるものと考えております。しかしながら、㈱日本エル・シー・

エーの当社保有株式割合が９％となった場合、当社の連結会計上、同社の純利益（純損失）から91％の少数株主損益

を控除することとなり、当社グループの連結業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。  

 当社といたしましては、㈱グリーンより、㈱日本エル・シー・エーの株式にかかる譲渡承認請求に対し、上記準消

費貸借契約に基づく債務の一部弁済を行うこと等により、㈱日本エル・シー・エーの株式に対する譲渡担保の設定解

除を求める方針です。 

⑨継続企業の前提に関するリスク 

当社グループは、１．経営成績（5）継続企業の前提に関する重要事象等に記載のとおり、継続企業の前提に関す

る重要事象が存在しております。 

（5）継続企業の前提に関する重要事象等 

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、当連結会計年度において360,804千円の当期純利益を計上した

ものの、営業キャッシュ・フローについては、前連結会計年度に227,638千円、当連結会計年度に825,782千円とそれ

ぞれマイナスとなっております。また、多額の未払債務や未払税金等がありますため、当社の保有する不動産に対す

る強制競売の申し立てや国税局等による差押等を受けております。 

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、本業の面においては、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と営業キャッシュ・フローの黒字化を実現するとともに、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等をもって必要な資金を調達することで、未払

債務等の圧縮を実現し、財務体質の安定化を図ってまいる方針です。 

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。   
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 当社グループは、当社及び当社の関係会社（子会社５社、関連会社１社）で構成されており、業種・業務に特化し

た経営コンサルティングを始めとした各種コンサルティングサービスの提供、及び実業子会社を展開しております。

事業セグメント別の事業内容と当社及び関係会社の当該事業における関連は次のとおりです。 

①マネジメントコンサルティング事業 

㈱日本エル・シー・エー  

・マネジメントコンサルティング事業の主軸企業として業績全体を牽引する役割を果たしております。同社が得意と

する業界特化型コンサルティングには、「住宅・不動産業界」「自動車業界」「ＳＳ＆店舗ビジネス業界」の各分

野があり、その内容は以下のとおりです。 

（住宅・不動産業界分野） 

大手ハウスメーカー、地域有力ビルダー、中堅建設会社、不動産デベロッパーを対象として、事業拡大・収益向上

のためのノウハウ開発とその提供及び経営全般に関わるコンサルティングの展開を行っております。また、“紹介

営業”のノウハウを研修スタイルで提供する「紹介ナビ」や、分譲住宅を展開する企業向けコンサルティングパッ

ケージを展開しております。 

（自動車業界分野、ＳＳ＆店舗ビジネス業界分野） 

 新車・中古車ディーラー、カー用品店、ＳＳ（サービス・ステーション）、鈑金・修理工場等を対象として、業

態開発支援、セールス部隊の活性化支援、店舗運営指導等のコンサルティングを行っております。 

・当社が開発したホワイトカラーの「知的生産性向上システムＤＩＰＳ」の考え方に基づき、企業経営全般及び各種

事業部門の生産性向上支援、中期経営計画策定支援、組織活性化、人事制度構築支援等のコンサルティングを行っ

ております。また、「モチベーション研修（ポジティブリーダー研修）」、「メンタルヘルスマネジメント研修」

や、「情熱マネジメント研修」、「熱血ルーキープログラム」の展開をしております。 

※なお、㈱日本エル・シー・エーは、平成23年７月26日付で、同社の単独での株式移転により、株式移転設立完全親

会社である「㈱インタープライズ・ホールディングス」を設立し、当社グループの中間持株会社とする予定です。

これは、当社グループの主力事業であるマネジメントコンサルティング事業において、さらなる業容拡大を目的と

して、当該中間持株会社の傘下へ新規事業を買収する等により、それぞれの会社の独自性を尊重しながらも、㈱日

本エル・シー・エーが中心となって同事業全体の戦略方針を明確化し、機動的な運営を実施するための、布石とし

ての組織再編と位置づけております。 

a)株式移転の要旨 

平成23年７月15日 株式移転計画承認臨時株主総会（株式会社日本エル・シー・エー）  

平成23年７月26日 株式会社インタープライズ・ホールディングス設立登記日（効力発生日）  

b)株式移転の当時会社の概要（平成23年５月20日現在）  

・名称        株式会社日本エル・シー・エー  

・所在地       東京都中央区銀座一丁目20番14号  

・代表者の役職・氏名 代表取締役社長 木下 義和  

・事業内容      企業経営全般にわたるコンサルティング業務  

・資本金       80百万円  

・設立年月日     平成21年５月21日  

・純資産       332百万円  

・総資産       612百万円  

c)株式移転により新たに設立する会社の概要（予定）  

・名称        株式会社インタープライズ・ホールディングス  

・所在地       東京都中央区銀座一丁目20番14号  

・代表者の役職・氏名 代表取締役社長 木下 義和    

・事業内容      中間持株会社としてのグループ企業の経営管理  

・資本金       80百万円  

・設立年月日     平成23年７月26日  

・純資産       約300百万円  

・総資産       約300百万円  

  なお、１．経営成績(4)事業等のリスク⑧当社子会社の株式の譲渡担保に関するリスクにて記載いたしましたとお

り、同社株式は、現在、当社借入れにかかる譲渡担保に供されており、債権者から担保実行の意思表示を受けてお

ります。 

２．企業集団の状況
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  また、現在、㈱日本エル・シー・エーの筆頭株主は、日本エル・シー・エー持株会となっておりますが、当社と

いたしましては、当社グループの主力事業の大半を担う同社に対する株式保有比率が低くなっている状況への対策

として、今後、大株主からの株式譲受や、当社を割当先とする第三者割当増資等の方法により、㈱日本エル・シ

ー・エー株式の保有割合を高めていく方針であります。 

②ビジネスパッケージ提供事業  

爆発的な成長が見込めない成熟した業界における新しい価値の創出支援を目的とし、以下の３社が中心となって事

業を展開しております。  

㈱カーリンク（旧社名㈱リンク・プロモーション） 

・車の販売・買取のＦＣ事業「愛車広場カーリンク」のＦＣ本部として展開しております。また、愛車広場カーリン

クの直営店舗及び、中古車買取事業「アップル」のＦＣ加盟店として、直営店舗を展開しております。なお、当社

は、平成23年５月20日付で当社の保有する㈱カーリンクの全株式を譲渡したことから、当連結会計年度末で連結対

象外となりました。そのため、期中の損益のみを連結業績に含めております。 

㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋ 

・顧客情報管理と顧客へのアフターフォローを自動的に行うＡＳＰサービス「ＰＡＮＯ」「グルメール」を提供して

おります。また、株式会社バリューデザイン社と業務提携し、センター管理型ギフトカードの販売および導入支援

サービスを行っております。 

㈱ＣＯＳＭＯ 

・当社グループのシェアド・サービス（各社の経営管理機能を集中・統合するサービス）を行っております。 

・外部企業に対しては、バックオフィス機能強化・サポート事業に加え、事業承継支援、Ｍ＆Ａ支援、財務系コンサ

ルティング、人事系コンサルティング等の提供をしております。 

③海外戦略事業 

㈱日本エル・シー・エー 

・韓国企業を対象として、当社が開発した「知的生産性向上システムＤＩＰＳ」を韓国向けにアレンジした商品を中

心としたコンサルティングサービスを提供しております。 

㈱エル・シー・エーホールディングス（4798）平成23年５月期決算短信
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１．経営の基本方針 

当社グループは、“Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐｒｏｖｉｄｅｒ（知識資本の提供者）”として、顧客企

業が属する業界の中で、 

「真の成長を継続するための成功要因を見出す“１．Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ機能”」  

「その成長を実現するために も重要な人的資源の開発・育成を行う“２．Ｆａｃｔｏｒｙ機能”」  

「成長のために不足する経営機能の代行を行う“３．Ｏｕｔｓｏｕｒｃｅｒ機能”」 

を提供することにより、顧客企業の成長・発展に寄与することを事業コンセプトとしています。  

そのための戦略として、主に「住宅・不動産業界」「自動車業界」における産業再活性化に向けた成功要因を創出

し、それらの業界におけるＮＯ．１コンサルティング企業としての地位の確立、さらには産業構造のＩｎｎｏｖａｔｏ

ｒ（変革者）としての役割を担うことを目指します。 

また、当社グループの事業を「顧客企業への収益改善サービス提供事業」と位置づけ、「住宅・不動産業界」「自動

車関連業界」などの業界に特化し、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ＤＩＰＳ」を主

軸に、顧客企業の収益改善に直結する、真に価値ある商品・サービスを提供することを基本方針としております。 

  

２．目標とする経営指標  

当社グループは、グループ全体としての企業価値を向上していくことを経営の目標としておりますが、ここ数期は、

当期純損失の計上及び営業キャッシュ・フローのマイナスが続いておりましたことから、当社グループは、「当期純利

益の確保」及び「営業キャッシュ・フローのプラス化」を経営上の重要指標としております。  

  

３．中長期的な経営戦略 

当期（平成23年５月期）に引き続き、次期（平成24年５月期）も、「第二期経営再生期」の３年目と位置づけ、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と営業キャッシュ・フローの改善に

当社グループの総力をあげて取組んでまいる方針です。また、当社は、当期において債務超過解消を実現したものの、

当社グループの売上高の約60％を占める主要子会社であった株式会社カーリンクの株式を売却したことにより当社グル

ープの事業規模は一時的に縮小することとなります。一方で、長期的な業績不振の要因となっていた事業の整理が完了

したことで、次期においては、持株会社制の強みを存分に活かした事業展開に注力することが可能となりました。そこ

で、資金調達、資本業務提携等の資本増強により、財務体質のさらなる改善を実現するとともに、調達された資金をも

って、新規コンサルティング事業の開発や収益性のある事業をグループ内に取り込む等により当社グループの成長・発

展を目指してまいります。  

セグメントは今後も「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」

とし、新たな中長期戦略を策定しております。 

(１)マネジメントコンサルティング事業 

「マネジメントコンサルティング事業」は、当社グループの安定的な事業基盤として、継続して着実な成長・発展が

見込めるとともに、様々な新規事業のネタを発掘する機能が期待されております。 

① 住宅・不動産業界コンサルティング 

当社の強みである営業部門向けのコンサルティング商品の展開により、顧客企業の大幅な増加を実現する方針です。

近年、住宅・不動産業界は激動の時期を迎えており、それぞれの顧客企業に対し、より具体的で収益改善に直結するコ

ンサルティング商品を提供することで付加価値を高め、高収益化を図ってまいります。 

② 自動車業界コンサルティング 

自動車業界については、新車販売が非常に厳しくなる環境において、「営業力強化コンサルティング」を引き続き推

進いたします。また、自動車業界は新たな構造変革が起きつつあるとの認識から、変化に対応できるミドルマネージャ

ーの育成を目的とした「ミドルマネージャー向け教育」コンサルティングの開発を進め、収益分野の拡大を推進する方

針です。 

③ 組織開発・人材育成コンサルティング  

組織開発・人材育成コンサルティングにおいては、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ＤＩＰＳ」を中心に、今後も新たなコンサルティング商品・サービスの開発・提供していく方針です。 

  

(２)ビジネスパッケージ提供事業  

「ビジネスパッケージ提供事業」は、国内市場の多くが成熟産業化している現状へのソリューションとして収益事業を

提供しております。 

①顧客アフターフォローシステム「ＰＡＮＯ」事業 

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、顧客アフターフォローシステム「ＰＡＮＯ」を主力

３．経営方針
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商品とする㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋにおいては、顧客の囲い込み支援及びそのブランド化を推進するとともに、セ

ンター管理型ギフトカードの国内 大手である㈱バリューデザイン社との業務提携強化により、新たな収益基盤として

の確立を目指してまいります。 

②シェアド・サービス事業を基盤とした各種支援事業 

当社グループのシェアド・サービス（各社の経営管理機能を集中・統合するサービス）を行っております㈱COSMOに

おいては、これまで培ってきた経営管理部門としての様々な経験を活かし、顧客企業のバックオフィス機能強化・サポ

ート事業をはじめ、事業承継支援、Ｍ＆Ａ支援、財務系コンサルティング、人事系コンサルティング等の商品・サービ

スの開発・提供により、当社グループの新たな収益基盤としての確立を目指してまいります。更に、今後、アジア地域

（主に日本・韓国・中国）の「クロスボーダーのＭ＆Ａ、業務提携、ＩＰＯ」の支援・仲介事業の確立を目指してまい

ります。 

  

(３)海外戦略事業 

「海外戦略事業」では、上記２つの事業セグメントの海外展開を行っております。これまで、中国、韓国における当

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ＤＩＰＳ」を中心としたマネジメントコンサルティン

グ支援を提供してまいりましたが、今後は、東アジア各国において、マネジメントコンサルティング事業、自動アフタ

ーフォローシステム「ＰＡＮＯ」事業、クロスボーダーＭ＆ＡやＩＰＯを中心とした各種支援事業等を各国の経済情勢

や産業構造、慣習等を踏まえて、適切な支援事業を展開していく方針です。 

  

４．会社の対処すべき課題 

①コンサルティング事業の安定収益化、ビジネスパッケージ提供事業の確実な成長を実現し、さらに新規コンサルティ

ング事業の開発や収益性のある事業をグループ内に取り込む等により、当社グループの成長・発展を目指します。 

②資金調達、資本業務提携等の資本増強により、財務体質のさらなる改善を実現してまいります。  

③当社グループにおける従業員満足度を高めるためのモチベーション施策や教育システムの充実、権限委譲の推進等を

通じて若手人材の早期育成と中堅人材のマネジメント力の向上による人材育成を推進してまいります。  

④コーポレート・ガバナンス、内部統制システム、適時開示体制をさらに強化し、コンプライアンスの徹底に努め、経

営の健全性・透明性を高めてまいります。  
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成23年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 77,134 143,744

受取手形及び売掛金 235,587 158,785

商品 64,823 1,768

貯蔵品 1,798 40

未収入金 － 226,957

繰延税金資産 15,229 43,674

その他 216,831 165,282

貸倒引当金 △35,716 △33,111

流動資産合計 575,688 707,139

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 68,077 11,260

減価償却累計額 △51,853 △2,161

建物及び構築物（純額） 16,224 9,099

車両運搬具 1,847 －

減価償却累計額 △1,847 －

車両運搬具（純額） 0 －

工具、器具及び備品 44,581 21,861

減価償却累計額 △40,153 △19,570

工具、器具及び備品（純額） 4,428 2,290

リース資産 17,043 16,330

減価償却累計額 △16,016 △8,212

リース資産（純額） 1,026 8,117

有形固定資産合計 21,679 19,507

無形固定資産   

その他 116,905 2,288

無形固定資産合計 116,905 2,288

投資その他の資産   

長期貸付金 730,617 759,048

長期未収入金 1,269,468 1,167,370

投資不動産 3,693,211 2,235,976

減価償却累計額 △71,332 △114,953

投資不動産（純額） 3,621,878 2,121,023

繰延税金資産 98,786 2,313

その他 158,174 72,830

貸倒引当金 △2,008,603 △1,891,713

投資その他の資産合計 3,870,322 2,230,872

固定資産合計 4,008,907 2,252,668

資産合計 4,584,595 2,959,808
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成23年５月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,589 －

短期借入金 548,378 407,092

1年内償還予定の社債 356,900 －

未払金 1,857,851 1,385,460

未払費用 386,061 91,742

未払法人税等 376,829 268,088

賞与引当金 85,300 48,131

その他の引当金 37,456 2,195

その他 268,082 262,358

流動負債合計 3,971,449 2,465,068

固定負債   

長期未払金 721,917 －

役員退職慰労引当金 3,648 3,648

偶発損失引当金 61,579 105,133

その他の引当金 39,222 39,143

その他 16,497 16,249

固定負債合計 842,864 164,174

負債合計 4,814,314 2,629,243

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 △8,021,494 △7,660,690

自己株式 △943 △943

株主資本合計 △234,443 126,361

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △710 △1

その他の包括利益累計額合計 △710 △1

新株予約権 4,704 4,704

少数株主持分 731 199,501

純資産合計 △229,718 330,564

負債純資産合計 4,584,595 2,959,808
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成23年５月20日) 

売上高 3,788,063 3,290,438

売上原価 2,177,216 1,976,975

売上総利益 1,610,846 1,313,463

販売費及び一般管理費 1,940,167 1,225,722

営業利益又は営業損失（△） △329,320 87,741

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,702 －

投資不動産賃貸料 184,724 173,605

雑収入 12,223 9,123

営業外収益合計 198,650 182,729

営業外費用   

支払利息 71,844 76,842

資金調達費用 59,017 －

延滞税等 65,402 159,915

不動産賃貸費用 71,923 68,222

投資不動産評価損 45,006 －

雑損失 58,967 24,376

営業外費用合計 372,160 329,357

経常損失（△） △502,830 △58,887

特別利益   

関係会社株式売却益 39,093 219,060

役員退職慰労引当金戻入額 289,949 －

債務免除益 － 955,013

その他 107,358 108,738

特別利益合計 436,401 1,282,813

特別損失   

固定資産処分損 20,495 －

減損損失 28,528 －

投資不動産売却損 － 440,103

事業整理損 181,664 42,899

退職給付制度終了損 － 35,994

貸倒引当金繰入額 87,616 －

たな卸資産評価損 14,975 －

偶発損失引当金繰入額 60,511 30,300

その他 195,541 124,217

特別損失合計 589,333 673,516

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△655,763 550,409

法人税、住民税及び事業税 10,993 10,369

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

378,451 －

法人税等調整額 △113,530 68,027

法人税等合計 275,914 78,396

少数株主損益調整前当期純利益 － 472,013

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,090 111,208

当期純利益又は当期純損失（△） △928,587 360,804
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成23年５月20日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 472,013

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 708

その他の包括利益合計 － ※2  708

包括利益 － ※1  472,722

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 361,513

少数株主に係る包括利益 － 111,208
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成23年５月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,407,291 5,629,530

当期変動額   

新株の発行 222,238 －

当期変動額合計 222,238 －

当期末残高 5,629,530 5,629,530

資本剰余金   

前期末残高 1,965,996 2,158,464

当期変動額   

新株の発行 192,467 －

当期変動額合計 192,467 －

当期末残高 2,158,464 2,158,464

利益剰余金   

前期末残高 △7,092,906 △8,021,494

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △928,587 360,804

当期変動額合計 △928,587 360,804

当期末残高 △8,021,494 △7,660,690

自己株式   

前期末残高 △943 △943

当期末残高 △943 △943

株主資本合計   

前期末残高 279,438 △234,443

当期変動額   

新株の発行 414,706 －

当期純利益又は当期純損失（△） △928,587 360,804

当期変動額合計 △513,881 360,804

当期末残高 △234,443 126,361

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 15,082 △710

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,792 708

当期変動額合計 △15,792 708

当期末残高 △710 △1

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 15,082 △710

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,792 708

当期変動額合計 △15,792 708

当期末残高 △710 △1
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成23年５月20日) 

新株予約権   

前期末残高 27,428 4,704

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,724 －

当期変動額合計 △22,724 －

当期末残高 4,704 4,704

少数株主持分   

前期末残高 3,090 731

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,358 198,769

当期変動額合計 △2,358 198,769

当期末残高 731 199,501

純資産合計   

前期末残高 325,038 △229,718

当期変動額   

新株の発行 414,706 －

当期純利益又は当期純損失（△） △928,587 360,804

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △40,875 199,478

当期変動額合計 △554,756 560,282

当期末残高 △229,718 330,564
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成23年５月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△655,763 550,409

減価償却費 95,593 70,984

事業整理損失 181,664 －

減損損失 28,528 －

債務免除益 － △955,013

賞与引当金の増減額（△は減少） 83,890 △37,169

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,586 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △289,949 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 97,740 △93,355

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 60,511 －

受取利息及び受取配当金 △1,702 △1,488

支払利息 71,844 76,842

固定資産処分損益（△は益） 33,734 －

たな卸資産評価損 18,041 －

投資不動産売却損 － 440,620

投資不動産評価損 45,006 －

関係会社株式売却損益（△は益） △39,093 △187,514

売上債権の増減額（△は増加） △84,361 △64,243

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,687 53,606

仕入債務の増減額（△は減少） 27,559 △33,578

前受金の増減額（△は減少） △57,342 －

未払金の増減額（△は減少） 333,008 △620,922

未払費用の増減額（△は減少） － 58,754

その他 △27,417 △23,767

小計 △139,780 △765,837

利息及び配当金の受取額 1,066 608

利息の支払額 △27,163 △10,365

事業再編による支出 △7,324 －

法人税等の支払額 △54,436 △50,189

営業活動によるキャッシュ・フロー △227,638 △825,782
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成23年５月20日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 － △24,179

投資有価証券の売却による収入 51,012 2,100

無形固定資産の取得による支出 △57,579 △26,691

投資不動産の売却による収入 － 983,626

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 5,026

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△6,180 －

貸付けによる支出 △141,240 △55,730

貸付金の回収による収入 － 21,062

保険積立金の解約による収入 49,381 －

その他 △20,925 29,494

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,530 934,707

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 339,896 △14,419

長期借入れによる収入 13,500 －

長期借入金の返済による支出 △100,038 －

社債の償還による支出 － △10,720

株式の発行による収入 168,690 －

その他 △86,811 △17,176

財務活動によるキャッシュ・フロー 335,237 △42,315

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,055 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,987 66,609

現金及び現金同等物の期首残高 98,122 77,134

現金及び現金同等物の期末残高 77,134 143,744
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(5）継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年５月21日 
至 平成23年５月20日） 

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、当連結

会計年度において 百万円の当期純損失を計上した結

果、平成22年５月20日時点では、 百万円の債務超過に

なっております。また、営業キャッシュ・フローについて

も前連結会計年度に1,258百万円、当連結会計年度に227百

万円とそれぞれマイナスとなっており、延滞債務1,700百

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、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。本業の面においては、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尽力して

まいりました。 

その結果として、当第３四半期連結会計期間、当第４四

半期連結会計期間において営業利益を計上することができ

ました。更に車の販売・買取ＦＣ事業「愛車広場カーリン

ク」事業においても通期で黒字化を実現することができま

した。引続き、当社グループの主力事業を確実に成長させ

ることで安定した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６割程度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まいりま

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

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、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な不確実性の影響を連結財務諸表に

は反映しておりません。 

928

229

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、当連結

会計年度において 千円の当期純利益を計上したも

のの、営業キャッシュ・フローについては、前連結会計年

度に 千円、当連結会計年度に 千円とそれぞ

れマイナスとなっております。また、多額の未払債務や未

払税金等がありますため、当社の保有する不動産に対する

強制競売の申し立てや国税局等による差押等を受けており

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、本業の面

においては、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と営業キャッシ

ュ・フローの黒字化を実現するとともに、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

権利行使等をもって必要な資金を調達することで、未払債

務等の圧縮を実現し、財務体質の安定化を図ってまいる方

針です。 

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

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、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な不確実性の影響を連結財務諸表に

は反映しておりません。  

360,804

227,638 825,782
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当連結会計年度（自 平成22年５月21日 至 平成23年５月20日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

（追加情報） 

「包括利益の表示に関する会計基準」の適用 

 当連結会計年度より「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。  

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年５月21日 
至 平成23年５月20日） 

────── 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より、「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。 

これによる営業利益、経常損失及び税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。 

(7）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円△944,380

少数株主に係る包括利益  △3,090

計  △947,470

その他有価証券評価差額金 千円△15,792

計  △15,792
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前連結会計年度（自平成21年５月21日 至平成22年５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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（3,643,274千円）の主なものは、親会社における余資

運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び長期投資資産（投資不動産）であります。 

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 

  

前連結会計年度（自平成21年５月21日 至平成22年５月20日） 

 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。 

前連結会計年度（自平成21年５月21日 至平成22年５月20日） 

 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。 

（セグメント情報等）

ａ．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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
 901,614 2,735,666 150,783 3,788,063  － 3,788,063

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 5,975 13,608 － 19,584  (19,584) －

計  907,589 2,749,275 150,783 3,807,648  (19,584) 3,788,063

営業費用  840,396 3,088,011 208,561 4,136,968  (19,584) 4,117,384

営業利益 

（又は営業損失） 
 67,193 (338,735) (57,778) (329,320)  － (329,320)

Ⅱ．資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
            

資産  432,884 435,656 72,780 941,321  3,643,274 4,584,595

減価償却費  64 35,645 10 35,721  65,715 101,436

減損損失  4,960 22,743 824 28,528  － 28,528

資本的支出  3,254 75,687 1,248 80,190  － 80,190

(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 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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当連結会計年度（自平成22年５月21日  至平成23年５月20日） 

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。 

  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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

また、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価額に基づいております。 

   

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報  

当連結会計年度（自 平成22年５月21日 至 平成23年５月20日） 

（注）１．調整額の内容は以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額 千円は、セグメント間取引の消去であります。 

セグメント資産の調整額 千円及び減価償却費の調整額 千円の主な内容は、親会社におけ

る長期投資資金（投資有価証券）と長期投資資産（投資不動産）及びその償却費であります。 

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。また、セグメント資産は連結貸借対照

表の総資産額と一致しております。 

３．減価償却費及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「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。 

ｄ．セグメント情報

(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 

（単位：千円）

  報告セグメント 
調整額 
(注)１  

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             

外部顧客に対する売上高 1,106,750 2,098,989 84,698  3,290,438  － 3,290,438

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
11,547 6,276 439  18,264  (18,264) －

計 1,118,298 2,105,266 85,137  3,308,702  (18,264) 3,290,438

セグメント利益（又は損失）  217,996 (138,999) 8,744  87,741  － 87,741

セグメント資産 580,587 205,165 45,388  831,141  (2,128,666) 2,959,808

その他の項目             

減価償却費 2,566 29,150 176  31,893  (43,621) 75,514

減損損失 17 7,992 1  8,011  － 8,011

有形固定資産及び無形固定資産

の増加額 
18,993 33,014 1,354  53,363  － 53,363

(18,264)

(2,128,666) (43,621)
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年５月21日 
至 平成23年５月20日） 

１株当たり純資産額 円 銭△0 98

１株当たり当期純損失 円 銭4 62

１株当たり純資産額 円 銭0 53

１株当たり当期純利益 円 銭1 5

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年５月21日 
至 平成23年５月20日） 

当期純利益（△損失）(千円)  △928,587  360,804

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（△損失）

（千円） 
 △928,587  360,804

普通株式の期中平均株式数（株）  201,007,017  240,304,716

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

  第１回転換社債型新株予約権付社

債（券面総額 千円）及び新

株予約権１種類（ 株） 

350,400

52,800,000

  第１回転換社債型新株予約権付社

債（券面総額 千円）（平成22

年12月24日で行使期間を終了)及び

新株予約権１種類（ 株）

87,600

52,800,000

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

（退職金制度の廃止） 

 当社は、平成22年７月９日開催の取締役会において、平成22年７月31日をもって従業員退職金制度を廃止することを

決議いたしました。 

 この廃止に伴い、制度廃止日までの在籍期間に対応する退職金を打ち切り支給することを決議しております。 

なお、これにより、特別損失として40,020千円が生じる見込みであります。 

当連結会計年度 
（自 平成22年５月21日 
至 平成23年５月20日） 

（訴訟関係）  

１．訴訟が提起された年月日および裁判所 

（１）訴訟が提起された年月日：平成23 年６月24日（訴状送達日：平成23 年７月１日） 

（２）訴訟が提起された裁判所：東京地方裁判所 

  

２．訴訟を提起した者（原告） 

（１）名称：株式会社グリーン 

（２）所在地：東京都千代田区永田町二丁目13番10号 

（３）代表者：代表取締役 竹原 虎太郎 

  

３．訴訟の内容 

（１）訴訟の内容：貸金返還請求 

（２）請求金額：金386,777,155円及び、内金385,825,804円に対する平成23年６月８日から支払済みまで年14.6パー

セントの割合による金員 
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当連結会計年度 
（自 平成22年５月21日 
至 平成23年５月20日） 

４．訴訟に至った経緯 

 当社（被告）は、株式会社グリーン（原告）との間で、平成23年５月19日付をもって準消費貸借契約（債権総額

405,559千円）を締結し、その際に当社の保有する債権（未収債権140,355,482円及び将来債権。以下、「本債権」と

いいます）、株式（日本エル・シー・エー普通株式992株。発行済み株式総数に占める割合31.0％、株式会社カーリン

ク普通株式183,907株。発行済み株式総数に占める割合81.1％）等に譲渡担保を設定いたしました。また、平成23年５

月20日付にて、株式会社グリーンとの間で債権放棄合意書を締結し、180,000千円の債務免除の合意を得たことから、

平成23年５月期において180,000千円の特別利益の計上を見込んでおりました。 

 当社が受け取った株式会社グリーンからの訴状によれば、当社が準消費貸借契約に基づく弁済日であった平成23年

６月７日の弁済額は385,825,804円であり、当社がその弁済をできなかったことから、当該弁済額、当該弁済額の平成

23年５月24日から同年６月７日までの確定利息の合計386,777,155円、及び、当該弁済額に対する平成23年６月８日か

ら支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払うことを求めたものです。また、同訴状によれば、株式会

社グリーンは平成23年５月21日に当社に対して、準消費貸借契約上の債権の一部を放棄する意思表示をしたが、当該

意思表示には瑕疵があったため、平成23年６月20日をもって債権放棄の意思表示を取り消したとのことです。 

  

５．今後の見通し 

 当社は、株式会社グリーンの債権放棄の取消の効力について、当社顧問弁護士より、当社が行った譲渡担保の設定

は、準消費貸借契約に基づく債権の保全のための合意であり、譲渡担保の設定自体は債権放棄の前提条件とはなって

いないこと、本債権の相手先（第三債務者）から債務の全部もしくは一部が存在しないことの告知を受けたことだけ

をもって本債権が存在しないとは言えないことから本債権放棄の取消理由とはならないこと、本債権は実在している

と考えられることから本件の債権放棄の取消の意思表示は理由がなく、認められるものではないと考えられる旨の弁

護士意見書を受領しております。当社といたしましては、株式会社グリーンの債務放棄の取消の意思表示は認められ

るものではなく、当社が平成23年６月７日に弁済すべきであった金額は、原告の主張する金額から180,000千円を差し

引いた金額であることを主張して争っていく方針です。  
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