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1.  平成25年5月期の連結業績（平成24年5月21日～平成25年5月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

25年5月期 1,107 △13.5 △192 ― △383 ― △272 ―
24年5月期 1,280 △61.1 19 △78.2 △115 ― △239 ―

（注）包括利益 25年5月期 △286百万円 （―％） 24年5月期 △187百万円 （―％）

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
円 銭 円 銭

25年5月期 △0.83 ―
24年5月期 △0.90 ―

（参考） 持分法投資損益 25年5月期  ―百万円 24年5月期  ―百万円

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

25年5月期 2,932 664 22.0 1.94
24年5月期 3,340 683 12.7 1.41

（参考） 自己資本   25年5月期  644百万円 24年5月期  423百万円

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

25年5月期 △225 △41 36 119
24年5月期 △122 △98 427 350

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 ％ ％

24年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
26年5月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 5月期の連結業績予想（平成25年 5月21日～平成26年 5月20日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 240 △64.2 △100 ― △200 ― △230 ― △0.69
通期 750 △32.3 △150 ― △330 ― △360 ― △1.08



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

詳細は、添付資料17ページ「４．連結財務諸表 （５）連結財務諸表に関する注記事項 （会計方針の変更）」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年5月期 331,908,620 株 24年5月期 299,667,920 株
② 期末自己株式数 25年5月期 1,004 株 24年5月期 1,004 株
③ 期中平均株式数 25年5月期 326,905,272 株 24年5月期 266,283,326 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年5月期の個別業績（平成24年5月21日～平成25年5月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

25年5月期 83 △51.1 △188 ― △359 ― △421 ―
24年5月期 170 △37.0 △135 ― △209 ― △237 ―

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

円 銭 円 銭

25年5月期 △1.29 ―
24年5月期 △0.89 ―

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

25年5月期 2,796 362 12.4 1.04
24年5月期 2,774 282 9.9 0.91

（参考） 自己資本 25年5月期  346百万円 24年5月期  273百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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。 
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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、当期も引き続き「収益力向上に基づくキャッシュ・フローの改善」と「財務基盤の改善・安定

化」を重点経営課題として改善を進めてまいりました。 

 その結果、当社グループの売上高は、厳しい市況にもかかわらず、第３四半期連結会計期間までは連結子会社各社

の貢献により前年を上回る水準を達成致しました。しかしながら、㈱インタープライズ・コンサルティングにおける

同社取締役及び従業員の大量退職により、第４四半期連結会計期間の同社の売上高は前年同期を大きく下回る結果と

なりました。また、人員減少への対応策として業務推進を外部人材の活用に頼らざるを得なくなったことにより原価

が膨らみ、当連結会計年度末は一転して営業赤字となりました。  

 一方で、財務基盤の改善・安定化については、第１四半期連結会計期間において現物出資を含む第三者割当による

新株式発行を実施したことにより70百万円の資金調達と305百万円の債務圧縮を実現致しました。 

以上の結果、売上高は 千円（前年同期比13.5％減）、営業損失は 千円（前年同期営業利益

千円）、経常損失は 千円（前年同期経常損失 千円）、当期純損失は 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、当社グループの根幹となる事業であり、長年に亘って安定的な収益

基盤を誇って参りました。㈱インタープライズ・コンサルティングは、当社グループの中核企業として当期第３四半

期連結会計期間まで業績全体を牽引する実績を上げておりましたが、第２四半期連結会計期間以降に生じた人員減少

を要因とした売上高の減少と原価率の上昇により、当連結会計期間における事業成績は、売上高、各利益項目全てに

おいて前年を下回る結果となりました。 

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（前年同期比16.8％

減）、営業損失 千円（前年同期営業利益57,239千円）となりました。 

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の中心である㈱ＣＯＳＭＯでは、当期は当社グループの体制強化を目的として、各

社に対するシェアド・サービスの提供に比重をおいた活動を進めておりました。一方で、外部企業に対するバックオ

フィス機能強化・サポート事業、事業承継・Ｍ＆Ａ支援、財務系及び人事系コンサルティング等も、実施しており、

特に事業承継・Ｍ＆Ａ支援、財務体質の強化・改善コンサルティング分野においては、これまでの活動が結実し、引

き合いも増えております。また当連結会計期間は、上場企業の管理部門である強みを生かした管理部門の体制強化コ

ンサルティングにもサービス領域の拡大を実現致しました。 

平成23年12月に子会社化した㈱メディマックスは、テレビショッピング放送枠の年間契約権の販売や、テレビシ

ョッピング、テレビコマーシャル、販売商品の広告宣伝を目的としたホームページ等の制作業務を受託しておりま

す。しかしながら、国内の広告需要の伸び悩みや、これまで主流であったマスメディア広告の減少及び広告媒体の多

様化に対応するための人員確保等が遅れたことにより、当連結会計期間における成績は、当初予想よりも幾分低調な

結果となりました。 

以上の結果、売上高 千円（前年同期比39.2％増）、営業損失 千円（前年同期営業損失15,289千円）

となりました。 

③ 海外戦略事業 

海外戦略事業は、これまで㈱インタープライズ・コンサルティングの韓国向け事業部門を主軸としておりました

が、従業員が離脱した影響により、当連結会計期間における売上高は大きく減少しました。 

一方、昨年11月に子会社化した地球環境開発㈱が展開するバイオマス燃料の販売事業は、当期中の事業開始を目

標に準備を進めていたものの、排出権価格の暴落や、ドイツでのバイオマス燃料に関する補助金打切り等の外部要因

により、販売先との価格面の調整に時間を要し、契約締結が予定よりも後ろにずれ込んだため、本格稼働は次期に持

ち越すこととなりました。 

その結果、 終的にはセグメント合計で売上高38,893千円（前年同期比40.6％減）、営業損失20,361千円（前年同

期営業損失22,817千円）となりました。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

1,107,226 192,640 19,132

383,154 115,281 272,554

239,591

926,390

101,806

141,942 70,472
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（次期の見通し）   

当社グループは、次期は「㈱インタープライズ・コンサルティング」、「㈱ＣＯＳＭＯ」、「㈱メディマック

ス」、「㈱Interface」、「地球環境開発㈱」の５社を中心に、「事業収益の回復に基づくキャッシュ・フローの改

善」を重点課題として事業を展開して参ります。しかしながら、当社は現在も、継続的に資金不足の状況であり、依

然として延滞債務の解消に向けての見通しは厳しい状況です。この課題を解決するには、現状の連結子会社の収益力

の改善・向上に加え、当社グループの既存事業とのシナジー効果が高く、収益性の高い事業（企業）をグループ内に

取り組むことが不可欠であると考えております。そこで、一昨年には㈱メディマックスを、昨年は地球環境開発㈱を

子会社化し、これらの会社による収益貢献が実現しつつあります。そこで次期も引き続き、収益性のある企業買収ま

たは事業譲受を実施してまいる方針です。 

その第一段階として、Ｍ＆Ａ関連のコンサルティングを行う当社子会社である㈱ＣＯＳＭＯが保有する案件等の

中から、当社グループ各社との高いシナジー効果が見込まれる企業を買収（または事業譲受）すべく、既に現時点で

数社に対して交渉を開始しております。さらに第二段階として、既存事業の付加価値向上及び販路拡大のため、イン

ターネットやモバイル端末等を活用したコンサルティング商品の開発検討も進めております。 

これらの施策により、次期は、さらなる収益性の回復、及び中長期的な視点での事業の拡大及び収益力を向上さ

せることでキャッシュ・フローの安定化を実現し、延滞債務の縮小及び当社グループの事業再生を一段と進めて参り

ます。 

既存子会社の次期の見通しについては以下の通りです。 

㈱インタープライズ・コンサルティングは、当社グループの創業以来48年間、中核事業としてきた経営コンサル

ティングサービス事業を承継した企業であり、同社の提供するサービスは、中小企業から大手企業まで幅広い支持を

頂いております。しかしながら、前述のとおり、従業員数の大幅な減少により事業の縮小を余儀なくされておりま

す。 

ただ、半世紀に亘って12,000社を超える企業に対するコンサルティングサービスの提供により培った信頼と良質

な商品を保有することには変わりなく、次期も引き続き、業界特化型コンサルティングについては「住宅・不動産業

界」、「ＳＳ＆店舗ビジネス業界」を中心に、また業界を問わない分野である、経営戦略策定、人事制度構築、理念

策定・浸透等のコンサルティングサービスについても更なる品質の向上を図り、高収益の達成に向けた展開を進めて

参ります。 

㈱ＣＯＳＭＯは、当期に引き続き、上場企業としての管理体制を更に強固なものにすべく、当社及び当社グルー

プ各社に対するシェアド・サービスを主軸とする方針です。その一方で、長年、上場企業の管理部門としての役割を

担う中で蓄積してきたノウハウを生かし、財務・人事労務分野を中心に、グループ外の企業に対して、様々な経営課

題の解決及び経営戦略の策定、実現に関する支援を行っていく方針です。特に「事業承継」を切り口とした、Ｍ＆

Ａ、その準備段階としての財務改善の支援等については、顧客からの評価も高く、更なる事業伸張を期待しておりま

す。 

㈱メディマックスは、テレビを中心とした広告代理店業、タレントマネジメント及びキャスティング、テレビシ

ョッピングやＣＭ等の制作事業を展開しております。次期は、主として制作事業に注力することで業績拡大を図る方

針です。 

㈱Ｉｎｔｅｒｆａｃｅは、次期以降、紙媒体を中心とした広告代理店業や、アミューズメント事業を中心とした

イベントの企画業務を担うことにより、事業の安定化を進めて参ります。 

 地球環境開発㈱については、次期の早い段階で欧州の電力会社・商社に対するバイオマス燃料（主としてパームカ

ーネルシェル（PKS）：パーム椰子搾油工場から廃棄される椰子殻）の販売開始を目指します。その上で、中長期的

な事業計画として、今後、バイオマス燃料の需要増加が見込まれる新興国向けの販路の開拓と、より高収益なバイオ

マス燃料の開拓・製品化、原料国における仕入ルートの確保等を進める方針です。 

以上の結果、通期連結売上高は750百万円（前期比32.3％減）、営業損失150百万円（前期営業損失 百万円）、

経常損失330百万円（前期経常損失 百万円）、当期純損失360百万円（前期当期純損失 百万円）となる見通しで

す。 

  

192

383 272
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（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、276,027千

円減少いたしました。主たる増減の内容は、現金及び預金の減少230,602千円、売掛金の減少66,207千円等でありま

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、

131,472千円減少いたしました。 

 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、7,661千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、23,581千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、100,229千円減少いたし

ました。 

主たる増減の内容は、のれんの減少23,573千円、長期貸付金の減少40,880千円、投資不動産の減少24,386千円及び

貸倒引当金の増加39,185千円等であります。 

（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、

406,425千円減少いたしました。主たる増減の内容は、短期借入金の減少195,260千円、未払金の減少146,876千円及

び未払法人税等の減少23,786千円等であります。 

（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、18,043千円

増加いたしました。主たる増減の内容は偶発損失引当金の増加24,605千円、その他の固定負債の減少6,037千円等で

あります。 

（純資産） 

 当連結会計年度末における純資産の残高は 千円となりました。（前連結会計年度末は 千円）とな

り、19,117千円減少しました。主たる増減の内容は、資本金の増加248,446千円、資本剰余金の増加245,953千円、利

益剰余金の減少272,554千円、少数株主持分の減少248,506千円等であります。 

  

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（前期は 千円の使用）となりました。  

 これは、税金等調整前当期純損失 千円に対して、減価償却費 千円、負ののれん発生益180,733千円及

び減損損失 千円を計上し、未払金の増加 千円、売上債権の減少 千円等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 千円の使用（前期は 千円の使用）となりました。  

 これは主に、関係会社株式の取得による支出 千円、投資不動産の売却による収入 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 千円の獲得（前期は 千円の獲得）となりました。 

 これは主に株式の発行による収入 千円、短期借入金の純減少額 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。  

671,670 947,697

2,260,944 2,392,416

8,693 16,354

99,040 122,622

2,153,210 2,253,439

2,145,718 2,552,144

122,332 104,289

664,564 683,681

225,882 122,343

253,280 16,735

22,950 88,093 66,207

41,685 98,422

55,680 14,000

36,965 427,560

170,441 145,572
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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から、当連結会計年度（平成25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、将来的には

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25年７月

４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参りま

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、提供業務の品質と顧客の期待値との相違、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

実施して参ります。 

②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。Ｉ

Ｔ技術を用いた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。 

③中国における事業に関するリスク 

 当社グループは、中国において現地法人（合弁会社で子会社）を設立しております。中国における事業に関して

  平成21年５月期 平成22年５月期 平成23年５月期 平成24年５月期 平成25年５月期

自己資本比率（％）  6.1  △5.1  4.3  12.7  22.0

時価ベースの自己資本比率

（％）       
 120.3  21.0  16.2  161.5  113.2

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）    
 －  －  －  －  －

㈱L’ALBAホールディングス（4798）平成25年５月期決算短信

5



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。このことから中国における商習慣、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。 

④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、また取引先・一般事業者等に対する

多額の未払いがありましたところ、関係当局及び債権者より当社の保有する資産に対する差押を受けております。当

社は、これらの差押の解除、及び強制競売実施の回避に向けて、各関係当局及び債権先と納付または支払方法等につ

いて協議を行っていく予定ではありますが、各関係当局または債権者との協議が調わず、差押資産の公売または競売

が実行された場合には、当該公売（競売）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不動産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参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。 

⑤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 

 当社には、平成24年６月18日付で提出した有価証券届出書に基づき発行された第７回新株予約権105,694個

（105,694,000株）の潜在株式があります。これらの潜在株式が全て行使された場合、発行株式数は437,602,620株、

発表日時点の既発行済株式総数331,908,620株に対する比率は31.84％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。 

⑥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り組んでおりますが、当連結会計年度においては192,640千円の連結営業損失を計

上し、営業キャッシュ・フローについては、前連結会計年度に122,343千円、当連結会計年度に225,882千円とマイナ

ス計上となりました。加えて、多額の税金滞納や未払金の支払遅延により、税務当局及び債権者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。 

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。     
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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７社、関連会社１社）で構成されており、各種コンサルティン

グサービスの提供、及び広告代理店業を主軸に展開しております。当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当

該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

  

①各種コンサルティングサービス事業 

・㈱インタープライズ・コンサルティング 

主に事業拡大及び収益向上のためのノウハウ開発とその提供を中心とし、特に「住宅・不動産業界」「自動車業

界」「ＳＳ＆店舗ビジネス業界」といった業界特化型コンサルティングを強みとしております。また、半世紀に亘

る実績に基づく評価の高いサービスとして、経営戦略策定、人事制度構築、理念策定・浸透等のコンサルティング

を提供しております。  

・㈱ＣＯＳＭＯ 

当社及び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ながら、外部企業に対して、事業承継や資金

調達等に関するコンサルティングサービスを提供しております。また、自らが管理部門を運営する立場であること

から、バックオフィス機能や財務基盤を強化するコンサルティングの提供を得意としております。 

  

②広告代理店業 

・㈱メディマックス 

テレビを中心とした広告代理店業、タレントマネジメント及びキャスティング、テレビショッピングやＣＭ等の

制作事業を展開しております。  

・㈱Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ 

次期以降、紙媒体を中心とした広告代理店業や、アミューズメント事業を中心としたイベントの企画業務を担う

予定です。 

  

③バイオマス燃料販売事業 

・地球環境開発㈱ 

次期以降、ＥＵ諸国を対象としたバイオマス燃料の販売を中心に据えつつ、原料国における新たなバイオマス燃

料の開拓・生産や、新興国での販路拡大に取り組む予定です。 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、経営コンサルティングを創業事業として“Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐｒｏｖｉｄ

ｅｒ（知識資本の提供者）”として顧客企業の成長・発展に寄与すべく事業を推進して参りました。そこで、次期以

降の戦略としては、以下の２点を進めて参ります。 

①事業特化型コンサルティングの深化 

  「住宅・不動産業界」「ＳＳ業界」に特化し、これらの業界における産業再活性化に向けた成功要因を創出し、

業界ＮＯ．１コンサルティング企業としての地位を確立すること 

②顧客企業の収益改善に直結する、真に価値ある商品・サービスの提供 

  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、机上の空論に留まらな

い具体的な解決策の見える商品・サービスを提供すること 

 上記重点項目を推進しつつ、さらには産業構造のＩｎｎｏｖａｔｏｒ（変革者）としての役割を担うことで、次世

代に活躍する企業の成長に貢献できるコンサルティングの提供を目指しております。 

 また、今後はコンサルティング事業に加えた新たな取り組みとして、バイオマス燃料販売事業を初めとした持続可

能な発展に寄与しうる事業への進出を進める方針です。 

  

(2）目標とする経営指標  

当社グループは、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いることから、「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 

当社グループは、当連結会計期間において、中核企業であった㈱インタープライズ・コンサルティングにおける

大規模な人員減少が発生したことにより、次期（平成26年５月期）においては、グループ全体としても事業規模の縮

小は避けられない状況です。そこで今後は、当社の創業事業である経営コンサルティングを重んじつつも、新たな視

点でグループ全体の事業構造の再構築を図る方針です。具体的には、安定的もしくは今後成長の見込める事業基盤を

保有し、かつ、当社グループの事業とのシナジー（相乗）効果が期待出来る企業との業務・資本提携、または子会社

化を進めて参ります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

①各種コンサルティング事業の安定収益化、確実な成長を実現し、親和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・透明性を高めて参ります。  

３．経営方針
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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24年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成25年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 350,538 119,935

受取手形及び売掛金 203,408 137,201

商品 6,007 9,385

未収入金 287,211 381,147

繰延税金資産 22,057 －

その他 102,255 128,640

貸倒引当金 △23,780 △104,640

流動資産合計 947,697 671,670

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,906 3,078

減価償却累計額 △3,914 △600

建物及び構築物（純額） 7,991 2,477

車両運搬具 3,108 3,108

減価償却累計額 △1,993 △2,458

車両運搬具（純額） 1,115 650

工具、器具及び備品 15,944 13,813

減価償却累計額 △13,949 △10,635

工具、器具及び備品（純額） 1,994 3,177

リース資産 16,330 13,094

減価償却累計額 △11,077 △10,707

リース資産（純額） 5,252 2,387

有形固定資産合計 16,354 8,693

無形固定資産   

のれん 114,701 91,128

その他 7,921 7,912

無形固定資産合計 122,622 99,040

投資その他の資産   

長期貸付金 784,886 744,006

長期未収入金 1,194,961 1,195,136

投資不動産 2,073,623 2,057,674

減価償却累計額 △42,380 △50,817

投資不動産（純額） 2,031,243 2,006,856

繰延税金資産 4,515 －

その他 63,361 71,925

貸倒引当金 △1,825,529 △1,864,715

投資その他の資産合計 2,253,439 2,153,210

固定資産合計 2,392,416 2,260,944

資産合計 3,340,114 2,932,614

㈱L’ALBAホールディングス（4798）平成25年５月期決算短信

9



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成25年５月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,589 4,967

短期借入金 526,198 330,938

未払金 1,286,605 1,139,729

未払費用 135,227 177,337

未払法人税等 264,855 241,069

賞与引当金 41,842 9,142

その他の引当金 1,217 2,854

その他 293,608 239,678

流動負債合計 2,552,144 2,145,718

固定負債   

役員退職慰労引当金 3,648 3,648

偶発損失引当金 79,406 104,012

その他の引当金 1,417 892

その他 19,816 13,779

固定負債合計 104,289 122,332

負債合計 2,656,433 2,268,050

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,898,614 6,147,061

資本剰余金 2,425,736 2,671,690

利益剰余金 △7,900,281 △8,172,836

自己株式 △943 △943

株主資本合計 423,126 644,972

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2 －

その他の包括利益累計額合計 2 －

新株予約権 8,625 16,171

少数株主持分 251,927 3,420

純資産合計 683,681 664,564

負債純資産合計 3,340,114 2,932,614
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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23年５月21日 
 至 平成24年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年５月21日 
 至 平成25年５月20日) 

売上高 1,280,494 1,107,226

売上原価 684,406 730,571

売上総利益 596,087 376,655

販売費及び一般管理費 576,954 569,295

営業利益又は営業損失（△） 19,132 △192,640

営業外収益   

投資不動産賃貸料 86,373 86,544

投資不動産売却益 28,265 2,380

偶発損失引当金戻入額 42,246 －

雑収入 26,090 12,203

営業外収益合計 182,975 101,128

営業外費用   

支払利息 40,752 44,737

貸倒引当金繰入額 38,942 97,733

資金調達費用 47,476 15,309

延滞税等 91,236 76,363

不動産賃貸費用 19,607 20,222

投資不動産評価損 33,265 4,329

雑損失 46,108 32,946

営業外費用合計 317,389 291,642

経常損失（△） △115,281 △383,154

特別利益   

関係会社株式売却益 17,562 －

債務免除益 25,496 －

負ののれん発生益 － 180,733

新株予約権戻入益 4,704 8,625

その他 1,967 2,867

特別利益合計 49,731 192,225

特別損失   

固定資産処分損 － 12,595

減損損失 10,871 22,950

事業整理損 49,109 26,250

その他 13,909 556

特別損失合計 73,890 62,351

税金等調整前当期純損失（△） △139,441 △253,280

法人税、住民税及び事業税 28,309 6,394

法人税等調整額 19,414 26,573

法人税等合計 47,723 32,967

少数株主損益調整前当期純損失（△） △187,164 △286,248

少数株主利益又は少数株主損失（△） 52,426 △13,693

当期純損失（△） △239,591 △272,554
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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23年５月21日 
 至 平成24年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年５月21日 
 至 平成25年５月20日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △187,164 △286,248

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4 △2

その他の包括利益合計 4 △2

包括利益 △187,160 △286,250

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △239,587 △272,556

少数株主に係る包括利益 52,426 △13,693
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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23年５月21日 
 至 平成24年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年５月21日 
 至 平成25年５月20日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 5,629,530 5,898,614

当期変動額   

新株の発行 269,083 248,446

当期変動額合計 269,083 248,446

当期末残高 5,898,614 6,147,061

資本剰余金   

当期首残高 2,158,464 2,425,736

当期変動額   

新株の発行 267,272 245,953

当期変動額合計 267,272 245,953

当期末残高 2,425,736 2,671,690

利益剰余金   

当期首残高 △7,660,690 △7,900,281

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △239,591 △272,554

当期変動額合計 △239,591 △272,554

当期末残高 △7,900,281 △8,172,836

自己株式   

当期首残高 △943 △943

当期末残高 △943 △943

株主資本合計   

当期首残高 126,361 423,126

当期変動額   

新株の発行 536,356 494,400

当期純利益又は当期純損失（△） △239,591 △272,554

当期変動額合計 296,764 221,846

当期末残高 423,126 644,972

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △1 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 △2

当期変動額合計 4 △2

当期末残高 2 －

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △1 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 △2

当期変動額合計 4 △2

当期末残高 2 －
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年５月21日 
 至 平成24年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年５月21日 
 至 平成25年５月20日) 

新株予約権   

当期首残高 4,704 8,625

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,921 7,546

当期変動額合計 3,921 7,546

当期末残高 8,625 16,171

少数株主持分   

当期首残高 199,501 251,927

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52,426 △248,506

当期変動額合計 52,426 △248,506

当期末残高 251,927 3,420

純資産合計   

当期首残高 330,564 683,681

当期変動額   

新株の発行 536,356 494,400

当期純利益又は当期純損失（△） △239,591 △272,554

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 56,351 △240,963

当期変動額合計 353,116 △19,117

当期末残高 683,681 664,564

㈱L’ALBAホールディングス（4798）平成25年５月期決算短信

14



（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23年５月21日 
 至 平成24年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年５月21日 
 至 平成25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損失（△） △139,441 △253,280

減価償却費 18,570 16,735

減損損失 10,871 22,950

債務免除益 △19,050 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,289 △32,699

のれん償却額 12,744 28,252

負ののれん発生益 － △180,733

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,570 120,558

その他の引当金の増減額（△は減少） △43,430 25,717

受取利息及び受取配当金 △2,106 △1,396

支払利息 40,752 44,737

投資不動産評価損益（△は益） 33,265 4,329

投資不動産売却損益（△は益） △28,265 △2,380

関係会社株式売却損益（△は益） △17,562 △2,598

売上債権の増減額（△は増加） △44,562 66,207

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,955 168

未収入金の増減額（△は増加） △60,253 △93,942

仕入債務の増減額（△は減少） 1,646 2,377

前受金の増減額（△は減少） 31,104 △59,050

未払金の増減額（△は減少） 55,710 88,093

その他 49,296 25,014

小計 △77,473 △180,940

利息及び配当金の受取額 1,586 829

利息の支払額 △4,070 △5,096

和解金の支払額 △7,300 －

法人税等の支払額 △35,086 △40,675

営業活動によるキャッシュ・フロー △122,343 △225,882

投資活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社株式の取得による支出 △550 △55,680

投資不動産の売却による収入 74,400 14,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△156,305 △2,557

貸付けによる支出 △20,203 △28,720

貸付金の回収による収入 29,430 45,260

敷金及び保証金の差入による支出 △20,225 △9,531

その他 △4,968 △4,456

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,422 △41,685
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年５月21日 
 至 平成24年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年５月21日 
 至 平成25年５月20日) 

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） 31,884 △145,572

新株予約権の発行による収入 － 16,174

株式の発行による収入 402,596 170,441

その他 △6,920 △4,077

財務活動によるキャッシュ・フロー 427,560 36,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 206,794 △230,602

現金及び現金同等物の期首残高 143,744 350,538

現金及び現金同等物の期末残高 350,538 119,935
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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り組んでおりますが、当連結会計年度においては192,640千円の連結営業損失を計上

し、営業キャッシュ・フローについては、前連結会計年度に122,343千円、当連結会計年度に225,882千円とマイナス

計上となりました。加えて、多額の税金滞納や未払金の支払遅延により、税務当局及び債権者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。 

 当該状況により、継続企業の前提に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のためには、事業収益力の回復、及び財務体質の改善が必須課題となります。そこで当社は、

新たな事業分野への進出を図るべく、昨年11月に地球環境開発㈱を子会社化し、バイオマス燃料事業への参入準備を

進めた結果、次期以降、同事業が当社グループの収益源の一翼を担う体制が整って参りました。当社は、次期以降も

引続き新規事業をグループ内に取り込むことにより、更なる収益性向上と企業価値の拡大を進め、営業キャッシュ・

フローの黒字化を目指して参ります。また、当社グループの事業との相乗効果が見込まれる企業との資本業務提携等

も引き続き検討しております。これらの施策の進捗により、当社グループの経営再建に対する期待が回復し、平成24

年７月４日に発行した新株予約権（権利行使により調達できる資金の総額1,746,189千円）を行使頂くことにより、

必要な資金を調達し財務体質の健全化を図る方針です。 

 しかしながら、新株予約権の行使は、株価の影響を受けるものであり行使の時期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す。また、新たな事業をグループ内に取り込むためには、そのための資金調達が実現でき

ることを前提としております。当該状況のため、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連結

財務諸表には反映しておりません。 

  

（連結の範囲に関する事項の変更） 

 当社は、平成24年11月21日付で地球環境開発株式会社の全株式を取得し、子会社化いたしました。 

 これにより、当連結会計年度より地球環境開発株式会社を新たに連結の範囲に含めております。 

  

 （減価償却方法の変更）  

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。

  

(5)連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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）

（会計方針の変更）
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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、資産その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。 

 また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、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、資産その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度（自 平成23年５月21日 至 平成24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。 

売上高の調整額 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．セグメント利益又は損失は、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．無形固定資産の増加額及び減価償却費には、長期前払費用とその償却費が含まれております。  

  

（セグメント情報等）

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 … 経営戦略・経営管理に関する課題に対するソリューショ

ンパッケージ提供事業 

(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 

連結財務諸表計
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 1,113,019 101,998 65,475  1,280,494  － 1,280,494

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
90 55 0  145  (145) －

計 1,113,110 102,053 65,475  1,280,639  (145) 1,280,494

セグメント利益（又は損失）  57,239  (15,289)  (22,817)  19,132  － 19,132

セグメント資産 942,603 170,782 76,944  1,190,330  2,149,783 3,340,114

その他の項目             

減価償却費 4,773 294 957  6,025  10,379 16,405

のれんの償却額 － 12,744 －  12,744  － 12,744

有形固定資産及び無形固定資産

の増加額 
7,710 1,006 594  9,312  － 9,312

(145)

2,149,783 10,379
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 当連結会計年度（自 平成24年５月21日 至 平成25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．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失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．無形固定資産の増加額及び減価償却費には、長期前払費用とその償却費が含まれております。  

  

（単位：千円）

  報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結財務諸表計
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 926,390 141,942 38,893  1,107,226  － 1,107,226

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ － －  －  － －

計 926,390 141,942 38,893  1,107,226  － 1,107,226

セグメント利益（又は損失）  (101,806)  (70,472)  (20,361)  (192,640)  － (192,640)

セグメント資産 585,967 178,003 67,021  830,992  2,101,622 2,932,614

その他の項目             

減価償却費 4,735 1,113 284  6,133  8,437 14,570

のれんの償却額 18,398 30,976 1,826  51,202  － 51,202

負ののれん発生益 165,672 － 15,061  180,733  － 180,733

有形固定資産及び無形固定資産

の増加額 
6,297 355 417  7,069  － 7,069

2,101,622 8,437
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（注）１．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。 

  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

３．１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。 

   

  

 当社は、当社グループの財務体質改善及び収益力回復を目的として、当社子会社である株式会社Ａｃｔｉｖｅ Ｌ

ｉｎｋの発行済株式全てを譲渡し、更に当社が同社に対して有していた債権を放棄することと致しました。これら一

連の手続において債権債務の整理を実施した結果、平成26年５月期第１四半期に連結で子会社株式売却益38百万円、

単体で子会社株式売却損17百万円を計上する見込みです。   

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年５月21日 
至 平成24年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年５月21日 
至 平成25年５月20日） 

１株当たり純資産額 円 1.41 円 1.94

１株当たり当期純損失金額（△） 円 △0.90 円 △0.83

  
前連結会計年度 

（平成24年５月20日） 
当連結会計年度 

（平成25年５月20日） 

純資産の部の合計額（千円）  683,681  664,564

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  260,552  19,591

（うち新株予約権（千円）） （ ） 8,625 （ ） 16,171

（うち少数株主持分（千円）） （ ） 251,927 （ ） 3,420

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  423,128  644,972

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（株） 
 299,666,916  331,907,616

  
前連結会計年度 

（自 平成23年５月21日 
至 平成24年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年５月21日 
至 平成25年５月20日） 

当期純損失金額（△）（千円）  △239,591  △272,554

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失金額（△）（千円）  △239,591  △272,554

期中平均株式数（株）  266,283,326  326,905,272

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

第４回新株予約権（52,800千

株）（平成23年７月30日で行使

期間を終了）及び第６回新株予

約権（有償ストックオプショ

ン）（37,500千株）。  

第７回新株予約権（ 千

株）。 

  

105,694

（重要な後発事象）
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① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

    取締役 桑田 正明（現 常勤監査役） 

  
  ・新任監査役候補 
    監査役 西村 國之（現 取締役）  
  
  ・退任予定取締役 
    取締役 西村 國之  
  

 ・退任予定監査役 

    （常勤）監査役 桑田 正明 

  

③ 就任予定日 

   平成25年８月９日 

  

(2）次期役員体制 

   代表取締役 笹部 高廣 

   専務取締役 桑田 正明 

   取 締 役 田中 英男 

   取 締 役 目黒 光紀（社外取締役） 

   監 査 役 川口 昌雄（常勤社外監査役） 

   監 査 役 西村 國之（非常勤監査役） 

   監 査 役 白津 義明（非常勤社外監査役） 

  

以上   

５．その他

(1)役員の異動
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