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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 4,377 ― △262 ― △324 ― △379 ―

20年3月期第3四半期 5,029 △0.7 △354 ― △368 ― △260 ―

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

21年3月期第3四半期 △79.20 ―

20年3月期第3四半期 △54.38 ―

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

21年3月期第3四半期 4,439 2,035 45.2 418.33
20年3月期 5,001 2,538 50.3 524.82

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  2,005百万円 20年3月期  2,515百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 6,470 △8.8 5 ― △23 ― △69 ― △14.39

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）  無  

(2) 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  有  

（注）詳細は、4ページ定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、4ページ定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。経済情勢
の変化等の不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
３．本日平成21年2月13日付で、「平成21年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」、「平成21年３月期通期（連結・個別）の業績予想の修正に関するお知らせ」を開示
しておりますので、詳細はそちらをご参照ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第3四半期 4,793,680株 20年3月期 4,793,680株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 80株 20年3月期 60株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期 4,793,606株 20年3月期第3四半期 4,786,220株



当第３四半期累計期間（９ヶ月）の状況は、以下のとおりであります。 

(1）概要 

 第３四半期累計期間（９ヶ月）の経済環境は、世界的な金融危機の影響により、急激に円高が進みまた、経済

が萎縮方向に向かい景気後退が鮮明になりました。 

 こような状況下、米国、欧州では、案件の延期、キャンセルが多く、苦戦を致しました。日本においては、Ｈ

ＲＤ事業は前年同期に比べ、売上高は増加いたしました。また、ＣＣ事業は、企業の採用意欲の減退により、前

年同期に比べ、売上高は減少いたしました。 

 また、グループ全社で原価の削減及び販売管理費の削減に努めた結果、営業利益は赤字ではありますが前年同

期に比べ改善いたしました。 

  

(2）ＨＲＤ事業 

1）国内 

 継続性の高いプラットフォームサービス（eCampus）の確実な実施が図れ、売上は伸びを示しました。受注は

ICT業界、自動車業界からの大口案件の引き合いが減少し、ほぼ前年並みとなりました。 

2）北米 

 サブプライムローン問題に端を発する金融不安は企業活動の萎縮につながりました。このような状況下、米国

子会社もその影響を受け、売上高は前年同期を下回りました。 

 直販部門はほぼ予算どおりですが、代理店部門が大きく予算を下回っています。 

 原価削減や、人員削減を行いましたが、営業赤字となりました。 

3）欧州 

  欧州の大手企業も、サブプライムローンローンの影響による金融不安による景気の悪化により、直販部門では

案件の延期やキャンセルがありました。代理店部門では昨年新規に代理店を増やした結果、売上が増加しまし

た。また、原価の削減、販売管理費の削減（給与の一部カットなど）を行いました。一方、本年９月に買収した

フランスの子会社は順調に推移し、営業黒字を計上しております。全体としては売上高は前年同期を下回りまし

たが、営業赤字は改善されました。 

4）中国 

 昨年就任した新社長の下、人員採用を増やしラーニングコンサルタント主導のビジネスへの展開の拡大を目指

し営業を行いました。 

 しかしながら、サブプライムローンの影響により、欧米系の企業からの案件の延期等が発生いたしました。こ

のような理由により、売上高は大きく前年同期を下回り、営業赤字となりました。 

5）アジア・パシフィック 

 オーストラリア及び韓国では、サブプライムローンの影響により、案件の延期やキャンセルがありましたが、

シンガポール及び昨年設立したインドの子会社は営業黒字を計上しています。 

  

 この結果売上高29億１千万円（対前年同期比16.3％減）、営業利益２億５千７百万円（対前年同期比201.3％

増）となりました。 

  

(3）ＣＣ事業 

 第２四半期累計期間までは、翌年度の新卒採用系事業のマーケティングに注力しておりましたが、第３四半期

連結会計期間からは、企業の新卒人材採用における広報活動開始に伴い、受注物の納品がピークを迎えました。

経済環境が不透明な中、企業の採用広報コスト削減方針が鮮明になり印刷系広報物の受注は減少傾向にありま

す。しかしながら採用活動の効率化、省力化を実現する当社の主力サービスｅ2Ｒ(応募者管理システム)は、こ

うした採用市場ニーズにマッチしていることから大幅に受注を伸ばし、付帯的にＷＥＢ系広報物の受注増にも寄

与することとなりました。 

 この結果、売上高14億６千６百万円（対前年同期比5.4％減）、営業損失４千１百万円（前年同期営業利益１百

万円）となりました。 

  

(4）ＴＭ事業 

 本年度よりＨＲＤ事業と事業本部を統合して、新体制でのビジネスを推進してまいりました。第３四半期連結

会計期間には、ＨＲＤ事業とＣＣ事業の実績のあるプラットフォームを統合活用し、人材採用から人材育成を繋

ぐ、企業の人財創りとその活用をサポートする新たなソリューションサービス「Ｅ－ＢＵＳ」を市場に積極展開

し、2008年10月以来、東京・名古屋・大阪においてソリューション発表会を実施し、延べ103社、122名のお客さ

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 



まを動員し、確かな手ごたえを得るに至っておりますが、受注実績を得るには至りませんでした。 

 この結果、売上高は計上されず、営業損失２千４百万円（前年同期営業損失４千４百万円）となりました。 

  

 また、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、２千５百万円を取り崩しました。 

  

 このような結果、売上高43億７千７百万円（対前年同期比13.0％減）、営業損失２億６千２百万円（前年同期営業

損失３億５千４百万円）となりました。 

  

①資産・負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当連結会計年度第３四半期末における流動資産の残高は32億８千３百万円（前連結会計年度末は38億４千３

百万円）となり５億５千９百万円減少しました。これは主に現金・預金が３億６千１百万円、受取手形及び売

掛金１億７千４百万円減少したものであります。 

（固定資産） 

 当連結会計年度第３四半期末における固定資産の残高は11億５千６百万円（前連結会計年度末は11億５千７

百万円）となり１百万円減少しました。これは主にフランスの会社買収によるのれんが４千８百万円の増加、

ソフトウエアが１千１百万円増加しましたが、敷金及び保証金が５百万円減少し、投資有価証券が３千４百万

円減少したことによるものです。 

（流動負債） 

 当連結会計年度第３四半期末における流動負債の残高は22億１千４百万円（前連結会計年度末は23億８百万

円）となり、９千４百万円減少しました。これは、主に前受金が１億３千３百万円減少し、未払費用が１千１

百万円減少しましたが、買掛金が５千４百万円増加したこと、１年内返済予定の長期借入金が３千３百万円増

加したことによるものであります。 

（固定負債） 

 当連結会計年度第３四半期末における固定負債の残高は１億９千万円（前連結会計年度末は１億５千４百万

円）となり３千５百万円増加いたしました。これは長期借入金として５千８百万円増加しましたが、転換社債

型新株予約権付社債が１千７百万円減少し、繰延税金負債が３百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当連結会計年度第３四半期末における純資産は20億３千５百万円（前連結会計年度末25億３千８百万円）と

なり、５億２百万円減少しました。これは、主に四半期純利益が４億４千３百万円減少したことによるもので

す。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、収入として、減価償

却費、売上債権の減少による収入がありましたが、支出として税金等調整前四半期純損失の計上のほか、前受

金の減少、子会社の取得による支出、配当金の支払等があり、前連結会計年度末に比べ３億６千１百万円減少

し、当連結会計年度第３四半期末は17億５千１百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は２億４千４百万円となりました。これは

税金等調整前四半期純損失３億２千９百万円を計上し、収入として、減価償却費７千２百万円、売上債権の減

少１億１千４百万円、賞与引当金の増加１億３百万円がありましたが、支出として、未払賞与の減少１億２千

７百万円、前受金の減少１億１千４百万円、たな卸資産の増加４千２百万円等あり、支払が収入を超過したも

のです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果、減少した資金は１億３千７百万円となりました。これ

は、子会社の取得による支出６千９百万円、ソフトウエアの取得による支出４千７百万円、有形固定資産の取

得による支出２千７百万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果増加した資金は、４千９百万円となりました。これは、

長期借入金による収入１億円がありましたが、配当による支払４千７百万円があったことによるものです。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



  

(1）ＨＲＤ事業 

1）国内 

 厳しい経済環境を踏まえ、業種別営業体制を再編強化し、セールス領域のソリューション提案に注力すると伴

に、案件の創出を図ります。又売上原価の見直し、開発プロセスの効率化などにより、収益性の高いビジネスの

推進を図ります。 

2）北米 

 米国経済不況の影響を受け受注案件の取り消し及び延期が発生しています。このような業績状況を鑑み、更に

原価、人件費の削減および販売管理費のコントロールに取り組み利益の出せる体質強化に取り組んでいます 

3）欧州 

 景気低迷の影響で、苦戦を予想されます。このような状況を鑑み、原価および販売管理費のコントロールに引

続き取り組んでいきます。特に代理店ビジネスの強化策と、代理店研修、マーケティングを強化し、利益率の高

い売上増加に力を入れていきます。 

4）中国 

 上海、北京に営業、コンサルタントを追加採用し、体制を強化しました。 

5）アジア・パシフィック 

 今後、現地日系企業へのアプローチを強化し、更なる売上増加に貢献します。 

 一方、オーストラリアにおける市場は欧米系進出企業が多いため、欧米サブプライムローン問題で売上が前年

同期と比較し低迷が予想されます。 

 成長市場であるインドでは新オフィスへの移転、新たに営業担当者を採用しビジネス拡大を図っていきます。

 しかし景気後退が予想されますので人件費および販売管理費のコントロールに一層取り組んでいます。 

(2）ＣＣ事業 

 採用市場環境が急激に悪化してきたため、翌年度の採用活動支援をメインとするビジネス環境は、かなり厳し

い状況が予測されます。ソリューション営業力を引き続き高めると共に、原価・経費の管理を強化し、収益の確

保を図ります。 

(3）ＴＭ事業 

 新ソリューションサービス「Ｅ-ＢＵＳ」の販売を中心に展開を図ります。 

  

 以上のことから、売上高64億７千万円（対前年比8.8％減）、営業利益５百万円（前年営業損失１千２百万円）、

経常損失２千３百万円（前年経常損失７千１百万円）、当期純損失６千９百万円（前年当期純利益６千４百万円）を

計画しております。 

  

   該当事項はありません。 

  

   

①簡便な会計処理 

繰延税金資産の算定方法 

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経営環境や一時差異等の発生状況

に著しい変化が認められた場合には、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

ングに当該影響を加味して算出したものを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（２）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 

（３）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 

①四半期財務諸表に関する会計基準 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準 

 第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたこ



とに伴い、たな卸資産の評価基準及び評価方法を変更しております。 

 仕掛品については従来の個別法による原価法から個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）に、貯蔵品については従来の最終仕入原価法から最終仕入原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、この変更による損益への影響はありません。 

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 

 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,751,495 2,112,543

受取手形及び売掛金 1,230,251 1,405,250

有価証券 16,257 16,228

研修材料 22,506 27,910

仕掛品 78,684 55,437

貯蔵品 5,659 6,167

繰延税金資産 1,020 27,260

その他 203,771 220,952

貸倒引当金 △26,020 △28,239

流動資産合計 3,283,623 3,843,508

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 142,499 151,119

機械装置及び運搬具（純額） 3,710 4,107

工具、器具及び備品（純額） 54,804 59,924

土地 60,725 60,725

有形固定資産合計 261,738 275,875

無形固定資産   

のれん 48,289 －

ソフトウエア 123,464 111,577

その他 5,369 5,369

無形固定資産合計 177,122 116,946

投資その他の資産   

投資有価証券 340,231 374,767

敷金及び保証金 246,221 252,172

その他 137,843 145,134

貸倒引当金 △6,901 △6,901

投資その他の資産合計 717,394 765,172

固定資産合計 1,156,254 1,157,993

資産合計 4,439,877 5,001,501



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 626,013 571,503

短期借入金 916,672 914,115

1年内返済予定の長期借入金 33,068 －

未払金 35,235 48,265

未払消費税等 6,510 30,711

未払法人税等 15,329 16,597

未払賞与 － 133,576

賞与引当金 103,223 －

繰延税金負債 493 540

未払費用 243,691 232,049

前受金 162,113 295,541

その他 71,666 65,352

流動負債合計 2,214,013 2,308,249

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 43,620 60,660

役員退職慰労引当金 － 1,100

長期借入金 58,665 －

繰延税金負債 81,390 85,131

その他 6,356 7,972

固定負債合計 190,031 154,863

負債合計 2,404,044 2,463,112

純資産の部   

株主資本   

資本金 670,368 670,368

資本剰余金 505,122 505,122

利益剰余金 710,299 1,137,901

自己株式 △105 △98

株主資本合計 1,885,684 2,313,293

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △352 5,880

為替換算調整勘定 119,975 196,637

評価・換算差額等合計 119,623 202,517

新株予約権 8,433 3,264

少数株主持分 22,093 19,315

純資産合計 2,035,833 2,538,389

負債純資産合計 4,439,877 5,001,501



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,377,282

売上原価 1,871,684

売上総利益 2,505,598

販売費及び一般管理費 2,767,602

営業損失（△） △262,004

営業外収益  

受取利息 6,089

受取配当金 1,000

雑収入 4,880

営業外収益合計 11,969

営業外費用  

支払利息 14,755

為替差損 44,875

持分法による投資損失 4,396

投資事業組合運用損 7,039

雑損失 3,815

営業外費用合計 74,880

経常損失（△） △324,915

特別利益  

固定資産売却益 265

貸倒引当金戻入額 22

特別利益合計 287

特別損失  

投資有価証券評価損 4,052

減損損失 1,043

特別損失合計 5,095

税金等調整前四半期純損失（△） △329,723

法人税、住民税及び事業税 17,002

過年度法人税等 5,680

法人税等還付税額 △2,955

法人税等調整額 26,536

少数株主利益 3,680

四半期純損失（△） △379,666



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △329,723

減価償却費 72,693

減損損失 1,043

のれん償却額 2,541

貸倒引当金の増減額（△は減少） 911

賞与引当金の増減額（△は減少） 103,223

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,100

受取利息及び受取配当金 △7,089

支払利息 14,755

持分法による投資損益（△は益） 4,396

投資事業組合運用損益（△は益） 7,039

有形固定資産売却損益（△は益） △265

投資有価証券評価損益（△は益） 4,052

売上債権の増減額（△は増加） 114,029

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,322

その他の資産の増減額（△は増加） △5,144

仕入債務の増減額（△は減少） 69,788

前受金の増減額（△は減少） △114,760

未払金の増減額（△は減少） 1,083

未払賞与の増減額（△は減少） △127,241

その他の負債の増減額（△は減少） △11,265

その他 6,025

小計 △237,331

利息及び配当金の受取額 6,993

利息の支払額 △15,449

法人税等の支払額 △23,026

法人税等の還付額 24,200

営業活動によるキャッシュ・フロー △244,613



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資事業組合分配金による収入 4,000

有形固定資産の取得による支出 △27,061

有形固定資産の売却による収入 451

ソフトウエアの取得による支出 △47,136

子会社株式の取得による支出 △69,315

敷金及び保証金の差入による支出 △2,116

敷金及び保証金の回収による収入 3,221

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △137,956

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） 6,465

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △8,267

自己株式の取得による支出 △7

配当金の支払額 △47,936

少数株主への配当金の支払額 △902

財務活動によるキャッシュ・フロー 49,353

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △361,048

現金及び現金同等物の期首残高 2,112,543

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,751,495



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業区分の主要な事業内容 

(1）ＨＲＤ事業 

・セミナー事業 プログラム実施許諾、インストラクション、セミナールーム賃貸等 

・開発事業   社員研修プログラムの設計及び開発 

・リサーチ事業 組織における人間関係や能力についての調査 

・ロイヤリティ 企業内教育研修プログラム及びリサーチプログラムの実施許諾に係るもの 

(2）ＣＣ事業 企業の人材採用、販売促進、組織活性化を目的として行う広報活動の受託業務 

(3）ＴＭ事業 人材採用のためのアセスメントや社員のパフォーマンス向上のためのコンサルティング 

        及びシステムの提供 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米……米国、カナダ 

(2）欧州……英国、イタリア、南アフリカ、ドイツ他 

(3）アジア・パシフィック……オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、インド他  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
ＨＲＤ事業
（千円） 

ＣＣ事業
（千円） 

ＴＭ事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 2,910,671 1,466,611 － 4,377,282 － 4,377,282 

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － － － － 

  計 2,910,671 1,466,611 － 4,377,282 － 4,377,282 

  営業利益（△損失） 257,091 △41,468 △24,805 190,818 △452,822 △262,004 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
国内 
（千円） 

北米 
（千円） 

欧州
（千円） 

中国
（千円） 

アジア・
パシフィ
ック 
（千円） 

計（千円） 
消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                 

(1）外部顧客に

対する売上

高 

2,832,770 952,457 246,407 128,389 217,259 4,377,282 － 4,377,282 

(2）セグメント

間の内部売

上高 

183,828 214,424 28,156 5,947 5,824 438,179 △438,179 － 

  計 3,016,598 1,166,881 274,563 134,336 223,083 4,815,461 △438,179 4,377,282 

  
営業利益

（△損失） 
201,997 △16,125 △11,610 △7,966 28,656 194,952 △456,956 △262,004 



当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米……米国、カナダ 

(2）欧州……英国、イタリア、南アフリカ、ドイツ他 

(3）アジア・パシフィック……オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、インド他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

〔海外売上高〕 

  北米 欧州 中国
アジア・パシフ
ィック 

計

Ⅰ 海外売上高（千円） 946,905 239,428 128,910 238,735 1,553,978 

Ⅱ 連結売上高（千円）         4,377,282 

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

21.6 5.5 2.9 5.5 35.5 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  
前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高    5,029,561

Ⅱ 売上原価    2,198,556

売上総利益    2,831,005

Ⅲ 販売費及び一般管理費    3,185,710

営業損失   △354,705

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  9,650   

２．受取配当金  1,000   

３．持分法による投資利益  1,592   

４．雑収入   3,890  16,132

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  11,679   

２．為替差損  10,453   

３．投資事業組合損失  2,852   

４．雑損失  5,203  30,187

経常損失   △368,760

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  71   

２．過年度使用料返戻金  11,463  11,534

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損  846   

２．投資有価証券評価損  8,000  8,846

税金等調整前四半期純損失   △366,072

税金費用   △107,324

少数株主利益   △1,539

四半期純損失   △260,287

      



（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー   

税金等調整前四半期純損失 △366,072

減価償却費  89,844

貸倒引当金の増加額  1,747

受取利息及び受取配当金 △10,650

支払利息  11,679

持分法による投資利益 △1,592

固定資産除却損  846

投資有価証券評価損  8,000

投資事業組合損失  2,852

売上債権の減少額  36,511

たな卸資産の増加額 △2,384

その他資産の増加額 △24,940

仕入債務の減少額 △233,014

未払金の増加額  88,121

前受金の増加額  104,447

その他負債の減少額 △62,311

その他  23

小計 △356,893

利息及び配当金の受取  10,582

利息の支払額 △12,594

法人税等の支払額 △27,617

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

△386,522



  

  
前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー   

定期預金の預入による支出 △50,000

有価証券の取得による支出 △99,888

投資有価証券の取得による
支出  

△105,000

投資事業組合分配金による
収入   10,900

有形固定資産の取得による
支出  

△31,471

ソフトウェアの取得による
支出 

△59,182

敷金・保証金の返還による
収入  73

会員権の売却による収入   15,000

貸付金の貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入  1,000

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△319,568

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー   

短期借入金の増減額  6,270

配当金の支払額 △95,340

少数株主への配当金の支払
額 

△2,252

株式の発行による収入  13,459

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

△77,862

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

△17,425

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △801,377

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高  2,584,611

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期
末残高 

 1,783,234

    



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

 （注）事業区分の変更 

 従来、「ロイヤリティ」は単独のセグメントとして表示しておりましたが、当連結会計年度より、「ＨＲＤ事

業」に統合しております。 

 この変更は、従来、「ＨＲＤ事業」は、当社グループがみずから販売したセミナーの実施に係る損益（プログ

ラム実施許諾料、インストラクション、セミナールーム賃貸等）、社員研修プログラムの設計及び開発に係る損

益、組織における人間関係や能力についての調査に係る損益を表示する一方、「ロイヤリティ」は、

Distributorからの企業内教育研修プログラム及びリサーチプログラムの実施許諾に係る売上高に一定の比率を

乗じて徴収するロイヤリティを表示しており、販売ルートの違いによりセグメントを分けて管理しておりました

が、当期から新たに「ＴＭ事業」を立ち上げ、「ＨＲＤ事業」、「ＣＣ事業」との３本柱での事業及び損益管理

を行うこととしたことから、事業内容が類似する「ＨＲＤ事業」と「ロイヤリティ」を統合し、一本化した業績

管理を推進することとしたものであります。 

 これに伴い「ＨＲＤ事業」と「ロイヤリティ」とに共通的に発生し配賦不能の全社費用としていた海外子会社

の営業費用（管理部門に係る費用）については、「ＨＲＤ事業」の営業費用に賦課することとしております。 

  

  
ＨＲＤ事業 
（千円） 

ＣＣ事業
（千円） 

ＴＭ事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高  3,478,861  1,550,600  100  5,029,561  －  5,029,561

営業費用  3,393,534  1,549,472  44,813  4,987,819  396,447  5,384,266

営業利益（△損失）  85,327  1,128  △44,713  41,742  △396,447  △354,705



前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

   

〔所在地別セグメント情報〕 

  
国内 
（千円） 

北米 
（千円） 

欧州
（千円） 

中国
（千円） 

アジア・
パシフィッ
ク 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高  3,091,627  1,554,460  387,226  196,620  370,451  5,600,384  △570,823  5,029,561

営業費用  3,014,289  1,585,147  442,156  165,864  359,114  5,566,570  △182,304  5,384,266

営業利益（△損

失）  
 77,338  △30,687  △54,930  30,756  11,337  33,814  △388,519  △354,705

〔海外売上高〕 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

  

  北米 欧州 中国
アジア・パシ
フィック 

計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,278,337  347,858  193,461  369,890  2,189,546

Ⅱ 連結売上高（千円）          5,029,561

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 25.4  6.9  3.8  7.4  43.5



該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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