
                                          

平成 26年 2月 12日 

各  位 

会 社 名 株式会社エル・シー・エーホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 笹部 高廣 

 （コード：4798東証第二部） 

問合せ先 取締役 田中 英男 

   （ＴＥＬ（ＩＲ専用）：03-3539-2587） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 26年５月期 第１四半期決算短信［日本基準］（連結）」の 

一部訂正について 

 

 当社は、平成 25年 12月 27日付「関東財務局長命令による訂正報告書等の提出についてのお知らせ」 

でお知らせしましたとおり、訂正報告書等の提出とあわせて過年度決算短信の訂正作業を進めてまいり

ました。 

 このたび、「平成 26 年５月期 第１四半期決算短信」の訂正作業が完了しましたので、訂正内容につ

いてお知らせいたします。 

 訂正箇所には下線  を付して表示しております。 

 なお、訂正後の数値データにつきましてもあわせて添付しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

 

サマリー情報 

１． 平成 26年５月期第１四半期の連結業績（平成 25年５月 21日～平成 25年８月 20日） 

 

添付資料 

１． 当四半期決算に関する定性的情報 

（１） 経営成績に関する説明 

（２） 財政状態に関する説明 

４．四半期連結財務諸表 

 （１）四半期連結財務諸表 

 （２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

  （四半期連結損益計算書） 

  （四半期連結包括利益計算書） 

 

 



                                          

□サマリー情報１ページ 

１．平成 26年５月期第 1四半期の連結業績（平成 25年５月 21日～平成 25年８月 20日） 

（百万円未満切捨て） 

（訂正前） 

（１）連結経営成績 （％表示は、対前年同期増減率） 

 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 
 

％ 

26年 5月期第１四半期  74 
 

△75.1 
 

△80  
 

－ 
 

△132 
 

－ 
 

△95  
 

－ 

25年 5月期第１四半期  299 
 

16.0 
 

△52  
 

－ 
 

△110  
 

－ 
 

79  
 

－ 

（注）包括利益    26年 5月期第１四半期 △95 百万円 (－％) 
 

25年 5月期第１四半期 66  百万円 (－％) 

 

 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 

26年 5月期第１四半期     △0.29 
    

－ 

25年 5月期第１四半期     0.25 
    

－ 

 

（２）連結財政状態 
 

               

 総資産 純資産 自己資本比率 １株あたり純資産 

 
   

百万円 
   

百万円 
   

％ 
   

円 銭 

26年 5月期第１四半期 
   

2,822 
   

568 
   

19.5 
   

1.66 

25年 5月期 
   

2,932 
   

664 
   

22.0 
   

1.94 

（参考）自己資本 26年 5月期第１四半期 
 

549 百万円 25年 5月期 644 百万円 
    

 

（訂正後） 

（１）連結経営成績 （％表示は、対前年同期増減率） 

 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 
 

％ 

26年 5月期第１四半期  74 
 

△75.1 
 

△80  
 

－ 
 

△132 
 

－ 
 

△95  
 

－ 

25年 5月期第１四半期  299 
 

16.0 
 

△52  
 

－ 
 

△119  
 

－ 
 

70  
 

－ 

（注）包括利益    26年 5月期第１四半期 △96 百万円 (－％) 
 

25年 5月期第１四半期 57  百万円 (－％) 

 

 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 

26年 5月期第１四半期     △0.29 
    

－ 

25年 5月期第１四半期     0.22 
    

－ 

 

（２）連結財政状態 
 

               

 総資産 純資産 自己資本比率 １株あたり純資産 

 
   

百万円 
   

百万円 
   

％ 
   

円 銭 

26年 5月期第１四半期 
   

2,392 
   

146 
   

5.3 
   

0.38 

25年 5月期 
   

2,503 
   

242 
   

8.9 
   

0.67 

（参考）自己資本 26年 5月期第１四半期 
 

127 百万円 25年 5月期 223 百万円 
    

 



                                          

□添付資料２ページ 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

（訂正前） 

 当社グループは、当期は「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

ております。 

 しかしながら、当社グループの中核子会社である㈱インタープライズ・コンサルティングの従業員数が大幅に減

少したことによるコンサルティングサービス事業縮小の結果、グループ全体としての売上は前年を大きく下回るこ

ととなりました。 

 そこで当社は、事業規模の回復と、過去の延滞債務の問題を解決するため、前連結会計年度より引き続き、既存

事業とのシナジーを見込める優良事業（企業）をグループ内に取り組む動きを進めておりますが、当第１四半期累

計期間において確定的な成果を創出するには至りませんでした。 

 一方、既存事業の付加価値向上及び販路拡大のための商品開発については、平成24年11月に締結した基本合意書

に基づき、㈱キャリアアセスメントラボとの業務提携の折衝を進めた結果、平成25年９月10日付で特許の通常使用

許諾契約を締結し、新商品開発に向けた一歩を踏み出しました。 

 なお、当第１四半期連結累計期間において、２件の訴訟に関する弁護士費用 計19,287千円を含む訴訟関連費用

23,003千円が発生しております。 

 これにより、当第１四半期連結累計期間における売上高は74,557千円（前年同四半期比75.1%減）、営業損失は

80,729千円（前年同四半期営業損失52,868千円）、経常損失は132,435千円（前年同四半期経常損失110,252千円）、

四半期純損失は95,420千円（前年同四半期は四半期純利益79,401千円）となりました。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

 当社グループは、当期は「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

ております。 

 しかしながら、当社グループの中核子会社である㈱インタープライズ・コンサルティングの従業員数が大幅に減

少したことによるコンサルティングサービス事業縮小の結果、グループ全体としての売上は前年を大きく下回るこ

ととなりました。 

 そこで当社は、事業規模の回復と、過去の延滞債務の問題を解決するため、前連結会計年度より引き続き、既存

事業とのシナジーを見込める優良事業（企業）をグループ内に取り組む動きを進めておりますが、当第１四半期累

計期間において確定的な成果を創出するには至りませんでした。 

 一方、既存事業の付加価値向上及び販路拡大のための商品開発については、平成24年11月に締結した基本合意書

に基づき、㈱キャリアアセスメントラボとの業務提携の折衝を進めた結果、平成25年９月10日付で特許の通常使用

許諾契約を締結し、新商品開発に向けた一歩を踏み出しました。 

 なお、当第１四半期連結累計期間において、２件の訴訟に関する弁護士費用 計19,287千円を含む訴訟関連費用

23,003千円が発生しております。 

 これにより、当第１四半期連結累計期間における売上高は74,557千円（前年同四半期比75.1%減）、営業損失は

80,729千円（前年同四半期営業損失52,868千円）、経常損失は132,761千円（前年同四半期経常損失119,035千円）、

四半期純損失は95,747千円（前年同四半期は四半期純利益70,617千円）となりました。 

   ＜後略＞ 

 



                                          

□添付資料３ページ 

（２）財政状態に関する説明 

（訂正前） 

（資産） 

 当第１四半期末における流動資産は622,817千円となり、前連結会計年度末に比べ48,852千円減少しました。こ

れは主に現金及び預金49,658千円及び受取手形及び売掛金29,045千円が減少し、未収入金が24,077千円増加したこ

とによるものです。固定資産は、2,199,624千円となり、前連結会計年度末に比べ61,319千円減少しました。これ

は主に有形固定資産1,123千円、無形固定資産7,133千円及び投資その他の資産53,062千円が減少したことによるも

のです。 

  

（負債）  

 当第１四半期末における流動負債は2,079,572千円となり、前連結会計年度に比べ66,145千円減少しました。こ

れは主に短期借入金5,258千円、未払金3,032千円、未払費用8,986千円及びその他の流動負債47,893千円が減少し

たことによるものです。固定負債は174,049千円となり、前連結会計年度に比べ51,717千円増加しました。これは、

債務保証損失引当金42,923千円及び偶発損失引当金8,794千円が増加したことによるものです。 

  

（純資産）  

 当第１四半期末における純資産は568,820千円となり、前連結会計年度に比べ95,743千円減少しました。これは

主に利益剰余金95,420千円が減少したことによるものです。 

＜後略＞ 

   

（訂正後） 

（資産） 

 当第１四半期末における流動資産は529,764千円となり、前連結会計年度末に比べ49,944千円減少しました。こ

れは主に現金及び預金49,658千円及び受取手形及び売掛金29,045千円が減少し、未収入金が14,627千円増加したこ

とによるものです。固定資産は、1,862,651千円となり、前連結会計年度末に比べ61,005千円減少しました。これ

は主に有形固定資産1,123千円、無形固定資産7,133千円及び投資その他の資産52,747千円が減少したことによるも

のです。 

  

（負債）  

 当第１四半期末における流動負債は2,071,836千円となり、前連結会計年度に比べ66,595千円減少しました。こ

れは主に短期借入金5,258千円、未払金3,032千円、未払費用8,986千円及びその他の流動負債48,343千円が減少し

たことによるものです。固定負債は174,049千円となり、前連結会計年度に比べ51,717千円増加しました。これは、

債務保証損失引当金42,923千円及び偶発損失引当金8,794千円が増加したことによるものです。 

  

（純資産）  

 当第１四半期末における純資産は146,530千円となり、前連結会計年度に比べ96,070千円減少しました。これは

主に利益剰余金95,747千円が減少したことによるものです。 

＜後略＞ 

 



                                          

□添付資料４ページ 

４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

（単位：千円） 

        前連結会計年度 

(平成25年５月20日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年８月20日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 119,935 70,276 
    受取手形及び売掛金 137,201 108,156 
    商品 9,385 9,367 
    未収入金 381,147 405,225 
    その他 128,640 140,185 
    貸倒引当金 △104,640 △110,394 
    流動資産合計 671,670 622,817 
  固定資産     

    有形固定資産 8,693 7,569 
    無形固定資産     

      のれん 91,128 84,649 
      その他 7,912 7,257 
      無形固定資産合計 99,040 91,907 
    投資その他の資産     

      長期貸付金 744,006 740,106 
      長期未収入金 1,195,136 1,168,216 
      投資不動産（純額） 2,006,856 2,005,080 
      その他 71,925 21,670 
      貸倒引当金 △1,864,715 △1,834,925 
      投資その他の資産合計 2,153,210 2,100,147 
    固定資産合計 2,260,944 2,199,624 
  資産合計 2,932,614 2,822,442 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 4,967 6,310 
    短期借入金 330,938 325,680 
    未払金 1,139,729 1,136,697 
    未払費用 177,337 168,350 
    未払法人税等 241,069 246,849 
    賞与引当金 9,142 3,898 
    その他の引当金 2,854 － 
    その他 239,678 191,785 
    流動負債合計 2,145,718 2,079,572 
  固定負債     

    債務保証損失引当金 892 43,815 
    偶発損失引当金 104,012 112,806 
    その他の引当金 3,648 3,648 
    その他 13,779 13,779 
    固定負債合計 122,332 174,049 
  負債合計 2,268,050 2,253,621 
 



                                          

（単位：千円） 

      前連結会計年度 

(平成25年５月20日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年８月20日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 6,147,061 6,147,061 
    資本剰余金 2,671,690 2,671,690 
    利益剰余金 △8,172,836 △8,268,256 
    自己株式 △943 △943 
    株主資本合計 644,972 549,551 
  新株予約権 16,171 16,171 
  少数株主持分 3,420 3,097 
  純資産合計 664,564 568,820 

負債純資産合計 2,932,614 2,822,442 
          
 

 



                                          

（訂正後） 

（単位：千円） 

        前連結会計年度 

(平成25年５月20日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年８月20日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 119,935 70,276 
    受取手形及び売掛金 137,201 108,156 
    商品 9,385 9,367 
    未収入金 228,137 242,765 
    その他 128,640 140,185 
    貸倒引当金 △43,591 △40,987 
    流動資産合計 579,708 529,764 
  固定資産     

    有形固定資産 8,693 7,569 
    無形固定資産     

      のれん 91,128 84,649 
      その他 7,912 7,257 
      無形固定資産合計 99,040 91,907 
    投資その他の資産     

      長期貸付金 744,006 740,106 
      長期未収入金 1,195,136 1,168,216 
      投資不動産（純額） 1,669,569 1,668,108 
      その他 71,925 21,670 
      貸倒引当金 △1,864,715 △1,834,925 
      投資その他の資産合計 1,815,922 1,763,175 
    固定資産合計 1,923,656 1,862,651 
  資産合計 2,503,365 2,392,415 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 4,967 6,310 
    短期借入金 330,938 325,680 
    未払金 1,139,729 1,136,697 
    未払費用 177,337 168,350 
    未払法人税等 241,069 246,849 
    賞与引当金 9,142 3,898 
    その他の引当金 2,854 － 
    その他 232,392 184,049 
    流動負債合計 2,138,431 2,071,836 
  固定負債     

    債務保証損失引当金 892 43,815 
    偶発損失引当金 104,012 112,806 
    その他の引当金 3,648 3,648 
    その他 13,779 13,779 
    固定負債合計 122,332 174,049 
  負債合計 2,260,764 2,245,885 
            

  



                                          

（単位：千円） 

      前連結会計年度 

(平成25年５月20日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年８月20日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 6,147,061 6,147,061 
    資本剰余金 2,671,690 2,671,690 
    利益剰余金 △8,594,799 △8,690,546 
    自己株式 △943 △943 
    株主資本合計 223,008 127,261 
  新株予約権 16,171 16,171 
  少数株主持分 3,420 3,097 
  純資産合計 242,600 146,530 

負債純資産合計 2,503,365 2,392,415 
          
 

 



                                          

□添付資料６ページ 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

（単位：千円） 

    
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年５月21日 

 至 平成24年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年５月21日 

 至 平成25年８月20日) 

売上高 299,585 74,557 

売上原価 189,425 55,620 

売上総利益 110,159 18,936 

販売費及び一般管理費 163,027 99,666 

営業損失（△） △52,868 △80,729 

営業外収益     

  投資不動産賃貸料 21,699 21,614 
  その他 2,618 5,891 
  営業外収益合計 24,318 27,506 

営業外費用     

  支払利息 12,882 8,486 
  延滞税等 21,352 28,755 
  貸倒引当金繰入額 5,467 5,592 
  資金調達費用 14,850 － 
  訴訟関連費用 － 23,003 
  不動産賃貸費用 6,479 4,223 
  偶発損失引当金繰入額 14,190 8,794 
  その他 6,479 355 
  営業外費用合計 81,702 79,211 

経常損失（△） △110,252 △132,435 

特別利益     

  関係会社株式売却益 － 37,988 
  新株予約権戻入益 1,800 － 
  負ののれん発生益 180,733 － 
  その他 2,598 1,000 
  特別利益合計 185,132 38,988 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
74,879 △93,446 

法人税、住民税及び事業税 1,265 2,297 

法人税等調整額 7,082 － 

法人税等合計 8,348 2,297 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
66,531 △95,743 

少数株主損失（△） △12,869 △323 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 79,401 △95,420 
        
  

 



                                          

（訂正後） 

（単位：千円） 

    
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年５月21日 

 至 平成24年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年５月21日 

 至 平成25年８月20日) 

売上高 299,585 74,557 

売上原価 189,425 55,620 

売上総利益 110,159 18,936 

販売費及び一般管理費 163,027 99,666 

営業損失（△） △52,868 △80,729 

営業外収益     

  投資不動産賃貸料 12,699 12,614 
  その他 2,618 5,891 
  営業外収益合計 15,318 18,506 

営業外費用     

  支払利息 12,882 8,486 
  延滞税等 21,352 28,755 
  貸倒引当金繰入額 5,576 △2,765 
  資金調達費用 14,850 － 
  訴訟関連費用 － 23,003 
  不動産賃貸費用 6,153 3,908 
  偶発損失引当金繰入額 14,190 8,794 
  その他 6,479 355 
  営業外費用合計 81,485 70,538 

経常損失（△） △119,035 △132,761 

特別利益     

  関係会社株式売却益 － 37,988 
  新株予約権戻入益 1,800 － 
  負ののれん発生益 180,733 － 
  その他 2,598 1,000 
  特別利益合計 185,132 38,988 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
66,096 △93,773 

法人税、住民税及び事業税 1,265 2,297 

法人税等調整額 7,082 － 

法人税等合計 8,348 2,297 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
57,748 △96,070 

少数株主損失（△） △12,869 △323 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 70,617 △95,747 
        
  

 



                                          

□添付資料７ページ 

（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

（単位：千円） 

    
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年５月21日 

 至 平成24年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年５月21日 

 至 平成25年８月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
66,531 △95,743 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 86 － 
  その他の包括利益合計 86 － 

四半期包括利益 66,618 △95,743 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 79,487 △95,420 
  少数株主に係る四半期包括利益 △12,869 △323 
        

 

 

（訂正後） 

（単位：千円） 

    
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年５月21日 

 至 平成24年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年５月21日 

 至 平成25年８月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
57,748 △96,070 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 86 － 
  その他の包括利益合計 86 － 

四半期包括利益 57,835 △96,070 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 70,704 △95,747 
  少数株主に係る四半期包括利益 △12,869 △323 
        
  

 

 

 

以上 

 


