
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無 
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  769  0.6  △279 －  △305 －  △318 － 

22年３月期第１四半期  765  △38.5  △460 －  △455 －  △457 － 

  
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 

23年３月期第１四半期  △66  51  －  －

22年３月期第１四半期  △95  41  －  －

  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３月期第１四半期  3,282  1,154  34.4  235  47

22年３月期  3,821  1,485  38.1  303  75

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,128百万円 22年３月期 1,456百万円

  
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 

22年３月期 － －  0 00 － － 0 00  0  00

23年３月期 － － 

23年３月期（予想）  0 00 － － 0 00  0  00

  （％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）  1,900  62.4  △360  －  △365  －  △375  －  △78  23

通期  5,100  9.0  40  －  30  －  10  －  2  09



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）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 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きは終了しています。  

  

※  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、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予測数値と大幅に異なる

可能性があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 4,793,680株 22年３月期 4,793,680株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 230株 22年３月期 151株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 4,793,492株 22年３月期１Ｑ 4,793,550株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①業績の概要 

 当第１四半期連結会計期間は、昨年度の経済状況悪化の影響からようやく改善傾向が現れ始めました。前年

同期に比べ国内の売上は増加しました。さらに前連結会計年度のコスト改善の効果が現れ、営業損失も改善し

てきました。 

 ＨＲＤ事業、ＣＣ事業とも上期提案活動、下期売上計上というパターンに沿いビジネスを展開しております

ので、当第１四半期連結会計期間は費用が先行する期間となりますが上記のように改善して参りました。 

 当第１四半期連結会計期間における連結業績は、売上高７億６千９百万円（対前年同期比0.6％増）、営業損

失２億７千９百万円（対前年同期比39.3％減）、経常損失３億５百万円（対前年同期比33.0％減）となってお

ります。また四半期純損失は３億１千８百万円（対前年同期比30.3％減）となりました。 

  

②セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(イ) 国内 ＨＲＤ事業 

昨年度下期の受注の減少に比べて、当第１四半期連結会計期間の売上は前期比で、やや持ち直したスター

トとなりました。 

 受注に関しては、金融業界大手顧客より研修実施の年間契約という大型案件を受注し、その他医薬系大手

既存顧客からの継続案件も確実に成約に結びついております。 

営業面では、前期に引き続きグローバル日本企業の海外（特に東南アジア、中国）を中心に、現地スタッ

フ及び、マネージャーの強化のお手伝い案件を複数案件受注継続いたしました。また、ファーストラインマ

ネージメント研修「ＳＣＭ（ステージチェンジマネージメント）」も市場ニーズを反映し、多くのお引き合

いをいただいております。 

さらに、ソリューション開発面では、上記ファーストラインマネージメント研修に加え、セールス・パイ

プラインの強化に向けたパッケージ商品の開発や、若年層営業の早期戦力化を図る“セールス実践塾”など

の新商品開発を前期に続けて継続して行い、マーケットへのプロモーション活動を続けております。 

 これら新商品の拡販活動に加え、クラスルームで提供させていただいております研修プログラムの「ウェ

ブキャスト化」(Ｗｅｂを活用した研修サービスの提供)をスタートさせ、商品及びサービスの拡大を継続し

て図ってまいります。 

この結果、売上高３億７百万円、営業損失６千３百万円となりました。 

(ロ) 国内 ＣＣ事業 

ＣＣ事業の主力事業は新卒採用向けであるため、当第１四半期連結会計期間は次年度の採用に向けた、提

案活動、受注活動が中心となります。 

昨年度下期以降も雇用環境はいまだ回復基調にはありませんが、新卒採用においては、企業が採用予定数

を若干減らしたことが、逆に企業の人材選考活動の短期集中化を助長したため、当第１四半期連結会計期間

の４月、５月は企業選考活動フォロー業務(アウトソーシング)の受注が若干上昇する傾向にありました。 

 主力の2012年度新卒向けの提案受注活動は、前期実績を若干上回る進捗となっています。 

この結果、売上高１億５千１百万円、営業損失２億６百万円となりました。  

(ハ) 北米 

 米国は依然景気の先行きが不透明な状況が継続しており、個々の受注額の縮小により前年同期比で減収と

なりました。しかしながら昨年度の人員削減・コスト削減での収支の改善の結果が営業利益に現れ、改善し

ております。 

       この結果、売上高２億７千万円、営業損失３百万円となりました。 

(ニ) 欧州 

欧州は依然として景気動向は厳しい状況が続いてはおりますが、製薬業界からの大型受注及び昨年度取り

組みました人員削減・コスト削減が功を奏し、前期比で売上高は増加し、小幅ながら営業黒字に転換致しま

した。 

この結果、売上高６千９百万円、営業利益０百万円となりました。 

(ホ) 中国 

中国は、大型案件の実行が第２四半期以降にずれ込んだ事を主因に、前期比売上が減少し営業赤字となり

ました。 

この結果、売上高４千２百万円、営業損失１千万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



(へ) アジア・パシフィック 

アジア・パシフィック地区は、ウィルソン・ラーニング コリアが連結から外れ、売上が半減しました

が、その他の子会社での販管費削減努力により、営業利益は黒字に転換しました。 

 この結果、売上高２千４百万円、営業利益１百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産・負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は22億３千５百万円（前連結会計年度末は28億６百

万円）となり５億７千万円減少しました。これは主に現金及び預金が２億５千３百万円、受取手形及び売掛

金が３億３千３百万円減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は10億４千６百万円（前連結会計年度末は10億１千

５百万円）となり、３千１百万円増加しました。これは主に敷金及び保証金が５千２百万円増加したことに

よるものです。 

（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は19億１千万円（前連結会計年度末は21億１千万

円）となり、２億円減少しました。これは、主に買掛金が１億２千８百万円、前受金が５千６百万円減少し

たことによるものであります。 

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は２億１千８百万円（前連結会計年度末は２億２千

５百万円）となり、７百万円減少いたしました。これは資産除去債務が１千７百万円増加しましたが、長期

借入金が１千７百万円及びリース債務が３百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は11億５千４百万円（前連結会計年度末は14億８千５百万

円）となり、３億３千１百万円減少しました。これは、主に四半期純損失を３億１千８百万円計上したこと

によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、収入

として売上債権の減少がありましたが、支出として税金等調整前四半期純損失の計上のほか、仕入債務の減

少、敷金及び保証金の差入による支出があり、前連結会計年度末に比べ２億４千９百万円減少し、当第１四

半期連結会計期間末には、14億１千２百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果減少した資金は、１億７千２百万円（前年同期比

47.7％減）となりました。この主な理由は、収入として売上債権の減少３億１千２百万円等がありました

が、税金等調整前四半期純損失３億１千７百万円を計上し、支出として仕入債務の減少１億２千２百万円、

前受金の減少４千９百万円等があり、支払が収入を超過したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果減少した資金は、６千３百万円（前第１四半期連結累

計期間は４千５百万円の増加）となりました。これは敷金及び保証金の差入による支出５千３百万円等によ

るものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果減少した資金は、１千５百万円（前年同期比95.1％

減）となりました。これは、主に、長期借入金の返済による支出８百万円、リース債務の返済による支払５

百万円等があったことによります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年８月９日付で発表しました「ＣＣ事業部門の事業譲渡に関するお知らせ」に記載のとおり、平成22年３

月期の当社の連結売上高に占める割合が36.2％の事業部門を平成22年９月１日に譲渡する予定であります。これに

よる当社の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に与える影響は、判明次第、お知らせいたします。  

  



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

繰延税金資産の回収可能性の判断 

  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等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと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・

プランニングを利用する方法により、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、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著しい変化の影響を加味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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。  

  これにより、営業損失及び経常損失は200千円増加し、税金等調整前四半期純損失は15,807千円増加してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は64,679千円であります。  

２.「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  当社グループは、前々連結会計年度は７千５百万円、前連結会計年度に４億７千２百万円の営業損失を計上して

おります。また、当第１四半期連結会計期間も２億７千９百万円の営業損失を計上しております。これは、前々連

結会計年度の下期から顕著となった経済状況悪化の影響の為、売上高が減少したことが大きく影響しております。

  当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる状況が存在しております。 

  当社は、下記の経営改善策を実施することで収益構造を改善し、当該事象の解消に向けて取り組んでおります。

・内製化による外注費の削減 

・ＨＲＤ事業において、営業組織とソリューション組織の連携を更に強化することによる大口顧客への営業展開

・ＣＣ事業を９月１日予定で事業譲渡することにより、経営資源をＨＲＤ事業とそのグローバル展開に集中し、

より筋肉質な組織を構築する  

  今後は、経営改善策を実行することで、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断し

ております。  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,478,459 1,731,905

受取手形及び売掛金 591,048 924,225

有価証券 16,247 16,243

たな卸資産 99,842 71,513

繰延税金資産 2,946 3,272

その他 81,842 94,278

貸倒引当金 △34,414 △34,868

流動資産合計 2,235,970 2,806,568

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 104,500 106,784

機械装置及び運搬具（純額） 2,195 2,560

工具、器具及び備品（純額） 15,080 19,015

土地 60,725 60,725

リース資産（純額） 9,766 11,087

有形固定資産合計 192,266 200,172

無形固定資産   

ソフトウエア 112,619 119,746

リース資産 42,423 45,180

その他 5,439 5,451

無形固定資産合計 160,481 170,378

投資その他の資産   

投資有価証券 256,617 258,909

敷金及び保証金 254,781 202,508

その他 193,404 194,263

貸倒引当金 △10,901 △10,901

投資その他の資産合計 693,901 644,779

固定資産合計 1,046,648 1,015,329

資産合計 3,282,618 3,821,897



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 263,383 392,004

短期借入金 1,111,275 1,113,901

1年内返済予定の長期借入金 71,468 61,868

未払金 17,334 31,574

未払消費税等 8,224 5,245

リース債務 16,270 17,748

未払法人税等 4,807 7,470

賞与引当金 26,523 17,628

資産除去債務 46,800 －

本社移転損失引当金 8,519 55,319

繰延税金負債 148 －

未払費用 159,550 168,084

前受金 136,037 193,005

その他 39,721 46,275

流動負債合計 1,910,059 2,110,121

固定負債   

長期借入金 70,663 88,530

リース債務 42,544 46,373

資産除去債務 17,879 －

繰延税金負債 65,707 65,218

退職給付引当金 2,376 2,047

その他 19,172 23,642

固定負債合計 218,341 225,810

負債合計 2,128,400 2,335,931

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 △187,579 131,244

自己株式 △137 △124

株主資本合計 987,774 1,306,610

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,011 △3,011

為替換算調整勘定 143,973 152,447

評価・換算差額等合計 140,962 149,436

新株予約権 6,780 9,318

少数株主持分 18,702 20,602

純資産合計 1,154,218 1,485,966

負債純資産合計 3,282,618 3,821,897



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 765,082 769,533

売上原価 386,421 389,619

売上総利益 378,661 379,914

販売費及び一般管理費 839,411 659,738

営業損失（△） △460,750 △279,824

営業外収益   

受取利息 1,200 403

為替差益 13,787 －

持分法による投資利益 － 2,745

賃貸料収入 － 1,663

雑収入 2,631 1,467

営業外収益合計 17,618 6,278

営業外費用   

支払利息 4,708 6,254

為替差損 － 23,479

持分法による投資損失 4,342 －

賃貸収入原価 － 1,663

雑損失 3,199 309

営業外費用合計 12,249 31,705

経常損失（△） △455,381 △305,251

特別利益   

過年度売上原価修正益 1,826 －

貸倒引当金戻入額 1,990 950

新株予約権戻入益 － 2,538

その他 292 270

特別利益合計 4,108 3,758

特別損失   

原状回復費 9,123 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,607

その他 － 483

特別損失合計 9,123 16,090

税金等調整前四半期純損失（△） △460,396 △317,583

法人税、住民税及び事業税 2,080 2,245

法人税等調整額 △2,113 895

法人税等合計 △33 3,140

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △320,723

少数株主損失（△） △3,029 △1,900

四半期純損失（△） △457,334 △318,823



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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（△） △460,396 △317,583

減価償却費 38,034 30,477

のれん償却額 3,203 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,062 751

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,558 9,513

受取利息及び受取配当金 △1,200 △403

支払利息 4,708 6,254

持分法による投資損益（△は益） 4,342 △2,745

売上債権の増減額（△は増加） 438,453 312,609

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,269 △30,477

その他の資産の増減額（△は増加） △19,051 △18,096

仕入債務の増減額（△は減少） △170,851 △122,269

前受金の増減額（△は減少） △36,486 △49,966

未払金の増減額（△は減少） △7,757 △13,467

未払賞与の増減額（△は減少） △99,237 －

その他の負債の増減額（△は減少） △23,113 15,796

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,607

その他 2,824 △2,348

小計 △306,300 △166,347

利息及び配当金の受取額 952 345

利息の支払額 △6,160 △5,784

法人税等の支払額 △18,096 △5,000

法人税等の還付額 － 4,527

営業活動によるキャッシュ・フロー △329,604 △172,259

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 50,000 965

投資有価証券の償還による収入 9,822 －

投資事業組合分配金による収入 － 3,200

有形固定資産の取得による支出 △3,733 △693

有形固定資産の売却による収入 292 98

ソフトウエアの取得による支出 △9,954 △13,382

敷金及び保証金の差入による支出 △1,768 △53,883

敷金及び保証金の回収による収入 － 410

貸付金の回収による収入 1,000 90

投資活動によるキャッシュ・フロー 45,659 △63,195

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） △276,311 △1,900

長期借入金の返済による支出 △8,267 △8,267

自己株式の取得による支出 － △13

配当金の支払額 △26,475 －

リース債務の返済による支出 △4,878 △5,307

財務活動によるキャッシュ・フロー △315,931 △15,487

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,308 945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △624,184 △249,996

現金及び現金同等物の期首残高 1,691,994 1,662,150

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,067,808 1,412,153



 該当事項はありません。  

  

       【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

  

       【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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・パシィフィック……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

  
ＨＲＤ事業
（千円） 

ＣＣ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  640,403  124,679  765,082  －  765,082

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

  計  640,403  124,679  765,082  －  765,082

  営業利益（損失）  △134,186  △164,930  △299,116  △161,634  △460,750

  
国内 

（千円） 
北米 

（千円） 
欧州 

（千円） 
中国 

（千円） 

アジア・
パシィフ
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 

 386,777  237,713  40,963  50,034  49,595  765,082  －  765,082

(2）

 

 

セグメン

ト間の内

部売上高 

 36,336  51,613  3,448  2,459 －  93,856  △93,856 － 

  計  423,113  289,326  44,411  52,493  49,595  858,938  △93,856  765,082

  
営業利益

（損失） 
 △196,010  △38,864  △27,690  1,422  △38,086  △299,228  △161,522  △460,750



       【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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・パシィフィック……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。 

  

  【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社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、 高経営者（ＣＥ

Ｏ）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。  

 当社は、主にＨＲＤ事業は国内、北米、欧州（主に英国、フランス）、中国及びアジア・パシフィック（主

にオーストラリア、インド）、ＣＣ事業は国内を単位に戦略を立案し、事業を展開しております。 

 したがって、当社は、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「国内 ＨＲＤ事

業」、「国内 ＣＣ事業」、「北米」、「欧州」、「中国」及び「アジア・パシフィック」の６つを報告セグ

メントとしております。  

   

２．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 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）       （単位：千円）

   

  北米 欧州 中国 
アジア・パシィ
フィック 

計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  243,591  36,425  50,034  48,255  378,305

Ⅱ 連結売上高（千円）                          765,082

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 31.8  4.8  6.5  6.3  49.4

  

  

   

国内 

ＨＲＤ事業 

国内 

ＣＣ事業 
北米  欧州  中国  

アジア・パ

シフィック 
合計 

売上高 

  

 外部顧客への売上高 

  

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 

  

   

268,587

38,879

 

  

    

151,504

－

  

 

  

 

219,948

50,684   

65,163

4,387

 

   

39,636

2,751

  

  

24,695

129

 

 

769,533

96,830

 計   307,466  151,504  270,632  69,550   42,387   24,824  866,363

セグメント利益又は損

失（△） 
 △63,119 △206,206  △3,069   960  △10,653  1,270 △280,817



３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計 △280,817 

セグメント間取引消去 993 

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △279,824 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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