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1.  平成25年5月期第2四半期の連結業績（平成24年5月21日～平成24年11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 ％

25年5月期第2四半期 670 17.2 △91 ― △163 ― 18 ―
24年5月期第2四半期 571 △70.9 △41 ― △243 ― △285 ―

（注）包括利益 25年5月期第2四半期 6百万円 （―％） 24年5月期第2四半期 △265百万円 （―％）

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

25年5月期第2四半期 0.06 ―
24年5月期第2四半期 △1.19 ―

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月期第2四半期 3,201 963 29.3 2.82
24年5月期 3,340 683 12.7 1.41
（参考） 自己資本   25年5月期第2四半期  936百万円 24年5月期  423百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

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

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 5月 21日～平成25年 5月20日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
詳細は、本日公表の「平成25年５月期第２四半期累計期間の業績予想と実績との差異、通期予想の修正、並びに営業外費用及び特別損失発生のお知らせ」を
参照ください。 

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 1,130 △11.8 △190 ― △400 ― △270 ― △0.84



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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き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き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。 

※  注記事項

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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
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2Q 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2Q 1,004 株 24年5月期 1,004 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期2Q 321,984,488 株 24年5月期2Q 240,304,716 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループでは、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、解決に向けて各種施策を進めております。 

 このような中、当第２四半期連結会計期間における当社グループの売上高は、厳しい市況にもかかわらず、既

存子会社において前期と同水準の実績が確保できたこと、及び昨年末に子会社化した㈱メディマックスの業績貢

献により、幾分好転いたしました。しかしながら、マネジメントコンサルティング事業における業務委託費の増

加等の影響により、営業損失はやや拡大しております。 

 また、株価の低迷から、平成24年７月に発行いたしました第７回新株予約権の行使が、当初想定よりも遅れ、

財務基盤の改善・安定化については大きな進捗が見られなかった一方、資金調達時に発生する営業外費用が抑制

された結果、経常損失は前年と比べて改善しております。 

 以上の結果、売上高 千円（前年同四半期比17.2%増）、営業損失 千円（前年同四半期営業損失

千円）、経常損失 千円（前年同四半期経常損失 千円）、四半期純利益は 千円（前年

同四半期四半期純損失 千円）となりました。 

  

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㈱インタープライズ・コンサルティングでは、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

展開しております。当第２四半期連結会計期間においては、消費税増税後の需要の落ち込みを懸念した企業から

の相談が増加したことから、中期経営計画策定支援等のコンサルティングサービスの受注が増加いたしました。

一方で、業務委託費等の増加による原価率が上昇したことから、その他のグループ各社の業績を含めたセグメン

ト全体の業績は、売上高582,523千円（前年同四半期比9.1%増）、営業損失42,228千円（前年同四半期営業損失

18,943千円）となりました。 

  

② ビジネスパッケージ提供事業 

 当社経営管理本部を分社化して設立した㈱ＣＯＳＭＯでは、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内外の企業に対して、様々な経営課題の解決に向けての

コンサルティング事業、アウトソーシング事業を展開するとともに、「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のサービスを展開してまいりました。当期は、外部支援から当社グループの

管理体制の再強化に比重を移したことから、業績面においては前期と同様の水準で推移しております。 

 また、㈱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の販売や、顧客の商品について番組出演者

が紹介する形態のテレビ番組及びテレビコマーシャルの制作、インターネット通販や、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展開し、堅調な成績を維持しております。 

 以上の結果、ビジネスパッケージ提供事業全体としては、売上高は55,768千円（前年同四半期比413.1%増）、

営業損失37,562千円（前年同四半期営業損失2,611千円）となりました。なお、売上高の前年同四半期比の大幅

な上昇は、前第２四半期累計期間においては同年12月の買収により子会社化した㈱メディマックスの実績が含ま

れていないことによるものです。 

  

③ 海外戦略事業 

 海外戦略事業においては、㈱インタープライズ・コンサルティングが韓国向けに再構築した当社グループのコ

ア商品である「知的生産性向上システム：ＤＩＰＳ（ディップス）」によるコンサルティングを展開しておりま

す。 

 当四半期連結累計期間における業績は、売上高32,081千円（前年同四半期比18.3%増）、営業損失12,089千円

（前年同四半期営業損失19,621千円）となりました。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

670,372 91,880

41,176 163,994 243,289 18,795

285,424
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（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２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ138,486千円減少し、 千円となりました。

 これは主に現金及び預金207,417千円及び長期貸付金33,050千円が減少し、未収入金51,619千円及びその他流動

資産58,946千円が増加したこと等によるものです。 

 当第２四半期末における負債は、前連結会計年度に比べ418,326千円減少し、 千円となりました。  

 これは主に短期借入金214,521千円、未払金201,186千円及び未払法人税等22,224千円が減少し、偶発損失引当金

30,589千円が増加したこと等によるものです。 

 当第２四半期末における純資産は、前連結会計年度に比べ279,839千円増加し、 千円となりました。  

 これは少数株主持分247,574千円が減少し、資本金248,446千円、資本準備金245,953千円、利益剰余金18,795千

円及び新株予約権13,962千円が増加したこと等によるものです。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  近の業績動向を踏まえ、平成24年10月４日に公表いたしました、平成25年５月期通期業績予想を修正しており

ます。 

   

  

（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。 

⑤ 当社連結子会社である㈱インタープライズ・コンサルティングでは、自動車関連業界分野に係る事業部門を中

心として、当四半期連結会計期間末日までに合計27名が退職し、当社と同一の営業を開始しております。これに

より、退職者らが在籍中に担当していたコンサルティング案件のサービス提供の安定継続や、今後の新規受注に

影響を及ぼす可能性があります。 

  このため同社は、退職者らが在籍中に担当していたコンサルティング案件について、継続した役務提供を行う

ことを目的として、退職者個人、又は退職者が設立した会社との業務委託契約を締結しております。また、上記

独立による売上変動については、既存子会社によるグループ内での相乗効果の創出及び拡大に努めるとともに、

将来的に成長の見込まれる分野への積極的な参画を図るため、当社グループと相乗効果が見込まれる企業の買収

を早期に進めていく方針です。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

3,201,628

2,238,107

963,521

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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、当第２四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、多額の未払債務や未払税金等があり、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。 

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24年７月４日に発行した権利行使により調達される資金総額

1,746,189千円の新株予約権を権利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ってまいる方針

です。 

本業面においては、平成24年11月21日付で地球環境開発㈱を子会社化し、バイオマス燃料の販売事業へ参入する

準備を進めております。引き続き新規事業をグループ内に取り込むことにより、収益性向上、企業価値を増大さ

せ、営業キャッシュ・フローの黒字化を目指してまいります。  

しかしながら、新株予約権の権利行使等は、株価等の影響を受けるものであり行使の時期等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、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重要事象等

91,880
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 350,538 143,120

受取手形及び売掛金 203,408 229,686

商品 6,007 7,298

仕掛品 3,546 2,696

繰延税金資産 22,057 18,559

未収入金 287,211 338,830

その他 98,709 157,655

貸倒引当金 △23,780 △22,134

流動資産合計 947,697 875,713

固定資産   

有形固定資産 16,354 13,958

無形固定資産   

のれん 114,701 103,457

その他 7,921 8,617

無形固定資産合計 122,622 112,074

投資その他の資産   

長期貸付金 784,886 751,836

長期未収入金 1,194,961 1,195,093

繰延税金資産 4,515 5,255

投資不動産（純額） 2,031,243 2,015,404

その他 63,361 62,861

貸倒引当金 △1,825,529 △1,830,569

投資その他の資産 2,253,439 2,199,881

固定資産合計 2,392,416 2,325,915

資産合計 3,340,114 3,201,628

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,589 23,350

短期借入金 526,198 311,677

未払金 1,286,605 1,085,419

未払法人税等 264,855 242,630

賞与引当金 41,842 32,016

その他の引当金 1,217 731

その他 428,835 409,217

流動負債合計 2,552,144 2,105,043

固定負債   

役員退職慰労引当金 3,648 3,648

偶発損失引当金 79,406 109,996

その他の引当金 1,417 1,102

その他 19,816 18,316

固定負債合計 104,289 133,063

負債合計 2,656,433 2,238,107

5

㈱L’ALBAホールディングス（4798）平成25年５月期第２四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年11月20日) 

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 △7,881,486

自己株式 △943 △943

株主資本合計 423,126 936,321

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2 258

その他の包括利益累計額合計 2 258

新株予約権 8,625 22,587

少数株主持分 251,927 4,353

純資産合計 683,681 963,521

負債純資産合計 3,340,114 3,201,628
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（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月21日 
 至 平成23年11月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月21日 
 至 平成24年11月20日) 

売上高 571,819 670,372

売上原価 340,944 471,292

売上総利益 230,874 199,080

販売費及び一般管理費 272,050 290,961

営業損失（△） △41,176 △91,880

営業外収益   

投資不動産賃貸料 43,384 43,469

その他 5,590 9,091

営業外収益合計 48,974 52,561

営業外費用   

支払利息 21,923 21,102

延滞税等 42,383 36,259

貸倒引当金繰入額 － 3,471

資金調達費用 7,619 15,309

不動産賃貸費用 10,641 10,953

偶発損失引当金繰入額 22,068 30,589

その他 146,450 6,989

営業外費用合計 251,087 124,675

経常損失（△） △243,289 △163,994

特別利益   

債務免除益 4,507 －

新株予約権戻入益 4,704 2,208

負ののれん発生益 － 180,733

その他 129 2,598

特別利益合計 9,340 185,540

特別損失   

関係会社整理損 － 396

和解金 7,300 －

その他 2,190 －

特別損失合計 9,490 396

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（△）

△243,439 21,149

法人税、住民税及び事業税 4,797 12,356

法人税等調整額 17,051 2,759

法人税等合計 21,848 15,115

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（△）

△265,288 6,033

少数株主利益又は少数株主損失（△） 20,135 △12,761

四半期純利益又は四半期純損失（△） △285,424 18,795
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月21日 
 至 平成23年11月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月21日 
 至 平成24年11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（△）

△265,288 6,033

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7 255

その他の包括利益合計 △7 255

四半期包括利益 △265,295 6,289

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △285,431 19,051

少数株主に係る四半期包括利益 20,135 △12,761
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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、当第２四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、多額の未払債務や未払税金等があり、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。 

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24年７月４日に発行した権利行使により調達される資金総額

1,746,189千円の新株予約権を権利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ってまいる方

針です。 

本業面においては、平成24年11月21日付で地球環境開発㈱を子会社化し、バイオマス燃料の販売事業へ参入する

準備を進めております。引き続き新規事業をグループ内に取り込むことにより、収益性向上、企業価値を増大さ

せ、営業キャッシュ・フローの黒字化を目指してまいります。 

しかしながら、新株予約権の権利行使等は、株価等の影響を受けるものであり行使の時期等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、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 。 

  

当社は、当第２四半期連結累計期間において、平成24年７月4日を払込期日とする第三者割当増資を実施し、ま

た第７回新株予約権の権利行使による払込を受けました。 

これにより、資本金が248,446千円、資本準備金が245,953千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において、

資本金が 千円、資本剰余金が 千円となりました。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

91,880

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6,147,061 2,671,690
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Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年５月21日 至平成23年11月20日） 

１．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  

（注）１．調整額 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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年５月21日 至平成24年11月20日） 

１．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  

（注）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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。  

（５）セグメント情報等

  （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  533,842  10,868  27,108  571,819  －  571,819

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 86  63  －  150  △150  －

計  533,929  10,931  27,108  571,969  △150  571,819

セグメント損失（△）  △18,943  △2,611  △19,621  △41,176  －  △41,176

△150

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額(注) 

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  582,523  55,768  32,081  670,372  －  670,372

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  582,523  55,768  32,081  670,372  －  670,372

セグメント損失（△）  △42,228  △37,562  △12,089  △91,880  －  △91,880
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