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１．平成20年５月期第３四半期の連結業績（平成19年５月21日　～　平成20年２月20日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益（△損失） 経常利益（△損失） 四半期（当期）純利益
（△損失）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月期第３四半期 5,262 △45.9 △1,474 － △1,606 － △2,479 －

19年５月期第３四半期 9,731 △14.6 △691 － △806 － △1,476 －

19年５月期 12,734 － 237 － 72 － 104 －

１株当たり四半期
（当期）純利益
（△損失）

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益
（△損失）

円 銭 円 銭

20年５月期第３四半期 △86 77 － －

19年５月期第３四半期 △68 60 － －

19年５月期 4 78 － －

(2）連結財政状態  

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

20年５月期第３四半期 7,127 402 5.6 14 03

19年５月期第３四半期 9,553 1,156 12.1 53 74

19年５月期 10,319 3,241 31.2 112 99
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

20年５月期第３四半期 － －

19年５月期第３四半期 － －

３．平成20年５月期の連結業績予想（平成19年５月21日　～　平成20年５月20日）　【参考】

第３四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成20年１月18日に公表いたしました業績予想の見直しは行ってお

りません。

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としております。

実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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【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

当社グループでは、当連結会計年度の重点方針として、

・ コンサルティング事業における３つの高収益分野（外食分野、住宅・建設・不動産分野、教育・研修事業分野）

の確立

・ 自動車関連分野における３つのフランチャイズ（以下、ＦＣ）事業のビジネスモデルの熟成と成長基盤の確立

・ ３年後の次なる飛躍を実現する東アジア向け戦略の本格展開

の３つを掲げ取組んでおります。

当第３四半期では、１つ目の方針である、「コンサルティング事業の３つの高収益分野の確立」に関しては、特に外

食分野、住宅・建設・不動産分野において、上半期に引き続き収益基盤を強化することができました。

一方、２つ目の方針である「自動車関連分野における３つのＦＣ事業のビジネスモデルの熟成と成長基盤の確立」に

関しては、鈑金・塗装のインターネット・オークション事業「ｆａｂｒｉｃａ」と、車の販売・買取ＦＣ事業「愛車広

場カーリンク」は、上半期にＦＣ事業としてのビジネスモデルのブラッシュアップを実現しており、加盟獲得増大のた

めの「販売力強化」が課題となっておりました。この点をクリアするために、下半期に入り社内の組織体制の見直しに

加え、ＦＣビジネスの販売実績のある外部ネットワークへの販売代行の委託を進めてまいりました。そして、まずは、

当第３四半期を委託先との間で、これらのＦＣビジネスの事業の評価研究や今期中の販売プランの情報共有、さらには

テストマーケティングの期間として位置づけ最終四半期で一気に販売拡大を図るステップで進めてまいりました。お陰

様でその準備も順調に終わり、最終四半期に大いに期待できる状態になってまいりました。そのようなことから当第３

四半期は数値としての実績はほとんどございません。

また、前中間連結会計期間末に外食事業子会社であった㈱イデア・リンク（現㈱イデア・プラス）が連結対象外と

なったこと、ならびに前連結会計年度末に当社の医療部門（現㈱エム・シー・アイ）が連結子会社から持分法適用会社

となった影響等もあり、結果として、前年同期比において減収、減益となりました。

　事業分野別の概要は次のとおりです。

【外食業界】

（単位：百万円）

平成19年５月期

第３四半期

平成20年５月期

第３四半期
増減額

 売上高 3,872 1,117 △2,755

 営業利益 148 183 36

子会社㈱イデア・リンク（現㈱イデア・プラス）が前中間連結会計期間末において連結対象外になったことに伴い、

前年同期分の売上高2,951百万円、営業利益△27百万円の影響が無くなっております。

状況としては、従来からの主力商品であるミステリーショッピングリサーチ（以下、ＭＳＲ）（※1）の月間調査店

舗数が第３四半期末で7,500店舗を超え、順調な拡大を続けております。それに付随して、外食店舗管理システム「＠

ｂｉｎｏ」や外食企業向け収益改善コンサルティングの受注も堅調に拡大しており、ビジネスモデルとしての「ＭＳＲ

の実施　→　収益改善コンサルティング受注　→　＠ｂｉｎｏの導入」の流れが深耕されていっております。

３月に行われた弊社主催の「第２回外食クオリティサービス大賞」のイベント（約800名の業界関係者等が参加）や、

テレビ・雑誌等で数多く取り上げられていることで、外食分野のＭＳＲの認知度がさらに高まっていっております。

また、外食のＭＳＲの認知度向上に伴い、サービスステーション、アパレル、金融といった異業種でのＭＳＲの展開

も本格化してきており、他事業分野とのシナジー効果が期待できる状態となっております。

※１　ミステリーショッピングリサーチ（ＭＳＲ）とは、飲食・外食事業を行っているクライアント企業様に対

し、弊社登録のモニターが身分を明かすことなく、店舗などに「お客様として」伺い、「お客様の視点

で」そのサービス・ＣＳ（顧客満足）を査定・評価する「市場リサーチサービス」です。
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【自動車関連業界】

（単位：百万円）

平成19年５月期

第３四半期

平成20年５月期

第３四半期
増減額

 売上高 3,370 2,909 △461

 営業利益 △691 △1,047 △355

前述のとおり、「自動車関連分野における３つのＦＣ事業のビジネスモデルの熟成と成長基盤の確立」にむけ、上半

期に

・ 車販売・買取のＦＣ事業「愛車広場カーリンク」

・ 鈑金・塗装のインターネット・オークション事業「ｆａｂｒｉｃａ」

・ 水性塗料を用いた日本初の軽補修ＦＣ事業「ＵＦ-Ｐｉｔ」

のＦＣ事業のビジネスモデルの革新や新商品の開発に注力した結果、外部から高い評価をいただける状態となりました。

下半期の課題は、「販売力の強化」と認識しておりましたので、その点を克服すべく、特に「ｆａｂｒｉｃａ」と「愛

車広場カーリンク」につきましては、社内組織変更に加え、ＦＣビジネスの販売実績のある外部ネットワークとの連携

を進めてまいりました。そして、まずは、当第３四半期を委託先との間で、これらのＦＣビジネスの事業の評価研究や、

今期中の販売プランの情報共有、さらにはテストマーケティングの期間として位置づけ最終四半期で一気に販売拡大を

図るステップで進めてまいりました。お陰様でその準備も順調に終わり、最終四半期に大いに期待できる状態になって

まいりました。そのようなことから当第３四半期は数値としての実績はほとんどございません。

商品開発の遅れにより上半期の業績に大きな影響を与えることとなったＵＦ－Ｐｉｔ事業については、「水性塗料に

よる本格鈑金ブース」の開発が進み、漸くリリースの目処がたちました。現在はその切り込み商材として「乾燥機、ス

プレーガン、フィルター等の水性塗料用の機材」をトライアルセットとしてパッケージ化し、本格鈑金ブース導入の有

力候補先である「部品商」向けに販売を進めております。「本格鈑金ブース」リリース後は、トライアルセット導入先

を中心に、一気に拡販できるように取り組んでおります。

また、㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉｎｋでは、顧客へのアフターフォロー代理業としての商品「ＰＡＮＯ」（※２）の確立

により、自動車業界のカーディーラー、ＳＳ、ＳＳの元売り、整備業、保険代理店等での導入検討が進んでおります。

ノウハウの蓄積も進み、自動車関連業界以外のＦＣ企業やアミューズメント産業での導入も進んでおり、この下半期に

て成長戦略が鮮明になると判断しております。

※２　ＰＡＮＯとは、店舗支援サービスの一環として、携帯電話等を活用し、顧客情報管理と顧客へのアフター

フォローを自動的に行うシステムです。 

【医療・介護業界】

（単位：百万円）

平成19年５月期

第３四半期

平成20年５月期

第３四半期
増減額

 売上高 881 105 △775

 営業利益 103 △6 △109

前連結会計年度において、当社の医療部門を会社分割し株式を売却したことに伴い、当連結会計年度より㈱ＮＱＡ－

Ｊａｐａｎの業績のみで構成されております。

当該医療部門の売却の影響により、前年同期分の売上高779百万円、営業利益112百万円の影響が無くなっております。

㈱ＮＱＡ－Ｊａｐａｎは、ほぼ前年同期同様の業績であります。ＩＳＯ審査サービスを行っておりますが、当社医療

部門が連結対象外になったことにより、これまでの紹介受注構造の見直しを図り、新たに独自の営業ネットワークを構

築、また「ＩＳＯ９００１」や「ＩＳＯ１４００１」の市場が成熟傾向にあることに対応し、「ＩＳＯ２２０００」等、

「食の安全衛生」に関係する国際規格へのシフトを行ってまいりました。これらの施策により、安定成長を実現できる

見通しです。
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【住宅・建設・不動産業界】

（単位：百万円）

平成19年５月期

第３四半期

平成20年５月期

第３四半期
増減額

 売上高 552 591 38

 営業利益 77 36 △41

前連結会計年度末に医療部門を会社分割したことに伴う単体固定費の負担増の影響等により、前年同期比では減益と

なっておりますが、戸建て住宅販売企業向けに開発された「ナビゲーション・プランニング・セールス・システム」

（※３）の導入先からのコンサルティングや教育研修等の他商材の依頼が引き続き増えており、安定的に受注拡大して

おります。

今後も「ナビゲーション・プランニング・セールス・システム」導入企業をベースとした営業構造の拡大と、業界内

における当該サービスの認知度向上、ブランディングの構築により、引き続き受注拡大が期待できると想定しておりま

す。

※３　ナビゲーション・プランニング・セールス・システム（ＮＰＳ）とは、「子育て」、「コミュニケーショ

ン」など、家づくりやライフスタイルにおいて重要視する項目別に、それらのニーズを実現するための設

計コンセプトと、そのコンセプトに沿ったプランを効果的にプレゼンテーションするためのツールのひな

型やデータ類、効果的な提案営業を行うための研修をセットにした、戸建住宅販売向けのパッケージです。

【その他業界】

（単位：百万円）

平成19年５月期

第３四半期

平成20年５月期

第３四半期
増減額

 売上高 990 539 △450

 営業利益 △176 △640 △464

新たな事業構造構築の動きの中で、前年対比において減収、減益となっております。

その理由の１つは、㈱エル・シー・エーコミュニケーションズにおいて、外部のＦＣ本部向けのテレマーケティング

支援を推進してまいりましたが、当第３四半期においても成功報酬の獲得には至らず売上未達に終わったことによりま

す。今後、商品力の強化を目的に、テレマーケティング事業に代わる、新たな安定的な収益源泉の柱をつくるべく、モ

バイルによる地域密着型の顧客集客代行の事業を進める予定にしております。

２つ目の理由は、当社において、前連結会計年度末で撤退した「キャリアディベロップメント事業」に代わる収益の

柱とすべく、同事業で培ってきたノウハウや営業構造を生かした新事業「中国人学生採用支援ビジネス」の研究開発を

行い、受注拡大を狙って推進しておりますが、現時点では未だ先行投資が嵩む状況になっているためであります。ただ

し、これまでの活動により25万人の卒業生を送り出す西安市の西安交通大学等との業務提携も功を奏し始め、中国人向

けの日本企業の紹介雑誌を発刊する動きなど、企業と学生のマッチング活動を進めることで、大手メーカー等で中国人

学生の採用実績が出始めております。今後は、先行投資分は確実に回収できるものと判断しております。

当社でのコンサルティング事業の重要な柱の一つである教育・研修分野では、前連結会計年度において開発した「情

熱マネジメント研修（※４）」や「熱血ルーキープログラム（※５）」等の受注が順調に推移しております。

また、㈱ＬＣＡ－Ｉにおいては、当初予定通りの損失が発生はしておりますが、当連結会計年度より二期生を迎えた

要因等により、対前年同期比では改善しております。

※４　情熱マネジメント研修とは、部下との信頼関係を構築し、組織を活性化するために必要なコミュニケー

ションスキルを習得することを目的として開発された研修プログラムです。

※５　熱血ルーキープログラムとは、新入社員や、若手社員の育成を行うための研修プログラムです。

なお、キャリアディベロップメント事業につきましては、前連結会計年度において、ＯＰＳ（アウト・プレースメン

ト・サービス）事業からの撤退が完了したため、当連結会計年度よりセグメント情報はございません。
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特別損益に関して、中間連結会計期間以降の主な変動要因としては、持分法適用会社である㈱エム・シー・アイ株式

の売却により関係会社株式売却益（特別利益）380百万円を計上しております。また、本日平成20年4月10日に㈱ケア・

リンクに対する貸付金と未収利息分の債権放棄を決議いたしましたが、その見合い分として180百万円の貸倒引当金繰

入額（特別損失）が設定されております。

以上により、売上高5,262百万円（前年同期比45.9％減）、営業損失1,474百万円（前年同期営業損失691百万円）、

経常損失1,606百万円（前年同期経常損失806百万円）、当期純損失2,479百万円（前年同期純損失1,476百万円）となり

ました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3,191百万円減少し、7,127百万円となりました。これは、

現金及び預金の減少1,265百万円、投資有価証券の減少798百万円及び長期貸付金の減少434百万円等によるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ353百万円減少し6,724百万円となりました。これは借入金の減少1,525百万円、前受

金の増加586百万円等によるものです。 

純資産は2,839百万円減少し、402百万円となりました。これは利益剰余金の減少2,477百万円及びその他有価証券評価

差額金の減少366百万円等によるものです。

３．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）

 該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

税金費用の計算及び影響額が僅少なものについては、一部簡便的な手続きによっております。 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。 
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４．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年５月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年５月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

(平成19年５月期末)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

流動資産      

現金及び預金 609,120 496,600 △112,520 △18.5 1,762,105

受取手形及び売掛金 2,410,551 1,821,524 △589,026 △24.4 1,903,461

たな卸資産 1,005,455 617,440 △388,014 △38.6 962,663

繰延税金資産 209,544 314,993 105,449 50.3 172,530

短期貸付金 142,916 217,241 74,325 52.0 185,208

その他 237,328 274,127 36,799 15.5 688,780

貸倒引当金 △841,391 △387,202 454,188 △54.0 △370,326

流動資産合計 3,773,524 3,354,726 △418,797 △11.1 5,304,422

固定資産      

有形固定資産      

建物及び構築物 193,539 157,258 △36,280 △18.7 179,232

車両運搬具 13,148 9,179 △3,969 △30.2 11,707

工具、器具及び備品 50,121 33,362 △16,758 △33.4 42,567

有形固定資産合計 256,809 199,799 △57,009 △22.2 233,508

無形固定資産 56,691 626,380 569,688 1,004.9 644,230

投資その他の資産      

投資有価証券 2,644,734 1,564,043 △1,080,690 △40.9 2,362,932

長期貸付金 4,106,201 2,027,251 △2,078,949 △50.6 2,461,467

長期前払費用 681,718 489,143 △192,575 △28.2 688,062

繰延税金資産 113,518 320,237 206,718 182.1 185,317

その他 1,125,339 716,016 △409,322 △36.4 867,021

貸倒引当金 △3,205,328 △2,170,183 1,035,144 △32.3 △2,426,987

投資その他の資産合計 5,466,184 2,946,508 △2,519,675 △46.1 4,137,813

固定資産合計 5,779,685 3,772,689 △2,006,996 △34.7 5,015,552

資産合計 9,553,210 7,127,415 △2,425,794 △25.4 10,319,975
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科目

前年同四半期末
（平成19年５月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年５月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

(平成19年５月期末)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

流動負債      

支払手形及び買掛金 99,493 149,104 49,610 49.9 161,538

短期借入金 1,447,620 1,392,685 △54,934 △3.8 1,084,217

１年以内返済予定長期
借入金

2,336,250 1,322,954 △1,013,296 △43.4 1,917,302

未払金 882,356 989,359 107,002 12.1 853,550

未払法人税等 26,947 33,845 6,897 25.6 31,764

前受金 253,586 911,105 657,518 259.3 －

債務保証損失引当金 － 190,692 190,692 － －

その他 493,095 439,941 △53,153 △10.8 675,332

流動負債合計 5,539,350 5,429,688 △109,661 △2.0 4,723,706

固定負債      

社債 350,400 359,400 9,000 2.6 358,400

長期借入金 2,133,067 394,751 △1,738,315 △81.5 1,634,692

退職給付引当金 70,452 58,101 △12,351 △17.5 59,983

役員退職慰労引当金 259,620 273,252 13,632 5.3 261,012

債務保証損失引当金 － 44,817 44,817 － －

偶発損失引当金 － 141,000 141,000 － －

その他 43,444 23,779 △19,665 △45.3 40,527

固定負債合計 2,856,984 1,295,101 △1,561,882 △54.7 2,354,615

負債合計 8,396,335 6,724,790 △1,671,544 △19.9 7,078,321

（純資産の部）      

株主資本      

資本金 2,367,404 2,799,899 432,495 18.3 2,787,404

資本剰余金 1,672,011 2,104,506 432,495 25.9 2,092,011

利益剰余金 △3,374,300 △4,270,773 △896,473 26.6 △1,792,948

自己株式 △927 △927 － － △927

株主資本合計 664,188 632,705 △31,483 △4.7 3,085,540

評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 491,598 △230,079 △721,678 △146.8 136,581

為替換算調整勘定 1,088 － △1,088 △100.0 1,118

評価・換算差額等合計 492,686 △230,079 △722,766 △146.7 137,700

少数株主持分 － － － － 18,413

純資産合計 1,156,875 402,625 △754,249 △65.2 3,241,653

負債、純資産合計 9,553,210 7,127,415 △2,425,794 △25.4 10,319,975
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年５月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年５月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年５月期）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

売上高 9,731,620 5,262,552 △4,469,068 △45.9 12,734,202

売上原価 6,084,413 4,307,121 △1,777,291 △29.2 7,730,226

売上総利益 3,647,207 955,430 △2,691,776 △73.8 5,003,975

販売費及び一般管理費 4,338,898 2,429,787 △1,909,111 △44.0 4,766,911

営業利益（△損失） △691,691 △1,474,356 △782,665 － 237,064

営業外収益 88,585 86,262 △2,323 △2.6 137,395

営業外費用 203,749 218,058 14,308 7.0 301,584

経常利益（△損失） △806,855 △1,606,152 △799,297 － 72,875

特別利益 549,732 403,742 △145,989 △26.6 2,293,506

特別損失 878,209 1,306,089 427,879 48.7 1,679,744

税金等調整前当期純利益
（△損失）

△1,135,332 △2,508,499 △1,373,167 － 686,637

法人税等 365,184 △9,982 △375,167 － 587,388

少数株主損失 △23,914 △19,110 4,804 － △5,501

四半期（当期）純利益
（△損失）

△1,476,601 △2,479,406 △1,002,804 － 104,750
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(3）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前四半期連結会計期間（自　平成18年５月21日　至　平成19年２月20日）

 （単位：千円）

 
外食業界
関連事業

自動車業界
関連事業

医療・介護業
界関連事業

住宅・建設・
不動産業界関

連事業

その他業界
関連事業

キャリアディ
ベロップメン

ト事業
計 消去又は全社 連結

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
3,872,649 3,370,337 881,255 552,544 990,024 64,808 9,731,620 － 9,731,620

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

9,917 721 － － 75,210 － 85,849 (85,849) －

計 3,882,566 3,371,059 881,255 552,544 1,065,235 64,808 9,817,470 (85,849) 9,731,620

営業費用 3,734,294 4,062,416 778,181 474,547 1,241,450 218,271 10,509,161 (85,849) 10,423,312

営業利益

（又は営業損失）
148,272 (691,357) 103,073 77,996 (176,214) (153,462) (691,691) － (691,691)

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

（１）外食業界関連事業 …　外食関連企業向けコンサルティング、外食店舗運営、外食

ＦＣ本部運営

（２）自動車業界関連事業 …　自動車関連企業向けコンサルティング、新車販売店舗運営、

中古車買取・販売事業の店舗運営、軽板金修理のＦＣ店舗

展開、自動車関連用部品販売システムの運営

（３）医療・介護業界関連事業 …　病院・製薬会社・医療機関・介護関連企業向けコンサルティ

ング及びＩＳＯ取得支援

（４）住宅・建設・不動産業界関連事業 …　住宅関連企業向けコンサルティング

（５）その他業界関連事業 …　上記の特化業界以外の企業向けコンサルティング、コール

センター事業、教育事業等

（６）キャリア・ディベロップメント事業 …　人材の再就職支援及び対象人材のキャリア開発支援事業

当四半期連結会計期間（自　平成19年５月21日　至　平成20年２月20日）

 （単位：千円）

 
外食業界
関連事業

自動車業界関
連事業

医療・介護業
界関連事業

住宅・建設・
不動産業界関

連事業

その他業界関
連事業

計 消去又は全社 連結

売上高

(1）外部顧客に対

する売上高
1,117,052 2,909,059 105,437 591,356 539,646 5,262,552 － 5,262,552

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

2,406 772 － － 34,184 37,363 (37,363) －

計 1,119,458 2,909,831 105,437 591,356 573,831 5,299,915 (37,363) 5,262,552

営業費用 935,509 3,957,143 111,897 555,182 1,214,539 6,774,272 (37,363) 6,736,909

営業利益

（又は営業損失）
183,949 (1,047,312) (6,460) 36,174 (640,708) (1,474,356) － (1,474,356)

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

（１）外食業界関連事業 …　外食関連企業向けコンサルティング

（２）自動車業界関連事業 …　自動車関連企業向けコンサルティング、新車販売店舗運営、

中古車買取・販売事業の店舗運営、軽板金修理のＦＣ店舗

展開

（３）医療・介護業界関連事業 …　病院・医療機関・介護関連企業向けＩＳＯ取得支援

（４）住宅・建設・不動産業界関連事業 …　住宅関連企業向けコンサルティング

（５）その他業界関連事業 …　上記の特化業界以外の企業向けコンサルティング、コール

センター事業、教育事業等
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前連結会計年度（自平成18年５月21日　至平成19年５月20日）　【参考】

（単位：千円）

外食業界
関連事業

自動車業界
関連事業

医療・介護
業界関連事
業

住宅・建
設・不動産
業界関連事
業

その他業界
関連事業

キャリア
ディベロッ
プメント事
業

計
消去又は全

社
連結

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
4,333,750 4,775,346 1,273,993 837,368 1,349,917 163,826 12,734,202 － 12,734,202

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

2,126 2,989 － － 94,310 － 99,425 (99,425) －

計 4,335,876 4,778,335 1,273,993 837,368 1,444,227 163,826 12,833,627 (99,425) 12,734,202

営業費用 4,086,170 5,024,205 1,099,610 676,195 1,475,573 234,807 12,596,562 (99,425) 12,497,137

営業利益

（又は営業損失）
249,706 (245,869) 174,382 161,172 (31,345) (70,981) 237,064 － 237,064
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