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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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1四半期 1,244 ― △304 ― △288 ― △299 ―

20年3月期第1四半期 1,247 △2.2 △391 ― △385 ― △270 ―

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1四半期 △62.45 ―

20年3月期第1四半期 △56.70 ―

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1四半期 4,343 2,217 50.5 457.87
20年3月期 5,060 2,339 45.8 483.54

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  2,194百万円 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  無  
 

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） ――― ― ― 20.00 20.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 2,970 4.8 △180 ― △190 ― △120 ― △25.03

通期 7,920 11.6 260 ― 230 ― 135 110.1 28.16

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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。  

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1四半期 4,793,660株 20年3月期 4,793,680株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 40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1四半期 4,793,600株 20年3月期第1四半期 4,788,060株



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

当第１四半期の状況は、以下のとおりであります。

(1）概要

第１四半期はＨＲＤ事業（国内、海外）、ＣＣ事業ともに例年通り提案、受注活動が中心となります。上期提案

活動、そして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、第１四半期は費用が先行する

期間となります。（特に採用広報のＣＣ事業の季節性が顕著となっています。）

当第１四半期における連結業績は、売上高12億４千４百万円（対前年同期比0.2％減）とほぼ前年同期並みであっ

たものの、原価、販管費等の削減努力により、営業損失３億４百万円（前年同期営業損失３億９千１百万円）と８

千７百万円の改善、経常損失２億８千８百万円（前年同期経常損失３億８千５百万円）と同９千７百万円の改善と

なっております。また、四半期純損失は２億９千９百万円（前年同期四半期純損失２億７千万円）となりました。

(2）ＨＲＤ事業

1）国内

売上高は前年同期並みに推移し、金融業界、医薬業界、ＩＴ業界から大型案件の受注がありました。売上原価に

つきましても、前期並みに推移しました。一方、販売管理費については削減努力により減少いたしました。

　営業面では、企業のグローバル化、成長への投資拡大に伴い人材育成のニーズは広がりを見せており、受注内容

は研修にとどまらず、グローバルでの実施展開、ＷＥＢの活用を含むサービスの提供に移行してきております。こ

れらの傾向は第２四半期以降も引き続き見られ大型案件が見込まれます。

2）海外

米国は前年同期に比べ、売上・利益ともに大きな改善があり、特に医薬業界における大型案件が増加しました。

　欧州は引き続き売上・利益共に厳しい状況ではあるがコスト管理の徹底により利益率の改善が図れました。また、

昨年度来の中近東、東欧を中心にした販売網強化によりビジネスが拡大してきています。

　中国は新社長による営業力強化を実施し日本企業を含むグローバル企業へのアプローチを強化しています。

　アジアパシフィックでは韓国、オーストラリアの年初のビジネス立ち上がりが鈍化していますが、第２四半期以

降は立ち上がりを期待できます。インドにおいてはグローバル企業からの引き合いが強く、今後の海外売上増加に

貢献する見通しです。

この結果、売上高10億６千９百万円（対前年同期比1.9％減）、営業利益２千２百万円（前年同期営業損失１億１千

５百万円）となりました。

(3）ＣＣ事業

ＣＣ事業の主力事業は、新卒採用向けであるため、第１四半期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。

　人材採用向け市場は活況を呈しており、当社では、事業部門社員の増強、Ｗｅｂリクルーティング・システム開

発投資を行い、事業の拡大と競争力強化を進めております。第１四半期においては、このコストが先行しており、

収益の圧迫要因となっています。主力の2010年度新卒採用向けの提案受注活動は、前期実績を上回る進捗をしてお

ります。

この結果、売上高１億７千５百万円（対前年同期比11.3％増）、営業損失１億３千２百万円（前年同期営業損失１

億５千７百万円）となりました。

(4）ＴＭ事業

当期よりＨＲＤ事業と事業本部を統合してビジネスを推進しており、早期受注を促進するために、ＨＲＤ事業及

びＣＣ事業の実績と基盤を活かした新たな課題解決型のソリューションサービスの開発に着手し、今年度第２四半

期以降に投入する予定です。

この結果、売上高―円、営業損失７百万円（前年同期営業損失１千４百万円）となりました。
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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）

　当連結会計年度第１四半期末における流動資産の残高は、31億８千万円（前連結会計年度末は38億４千３百万円）

となり、６億６千３百万円減少しました。これは、主に現金及び預金が２億４千８百万円及び受取手形及び売掛金

が４億２千７百万円減少したことによるものです。

（固定資産）

　当連結会計年度第１四半期末における固定資産の残高は11億６千３百万円（前連結会計年度末は11億５千７百万

円）となり、５百万円増加しました。これは、主にソフトウェアの取得によるものであります。。

（流動負債）

　当連結会計年度第１四半期末における流動負債の残高は19億７千２百万円（前連結会計年度末は23億８百万円）

となり、３億３千５百万円減少いたしました。これは、主に、買掛金が２億１千２百万円、未払費用（未払賞与含

む）・未払金が７千３百万円及び前受金が５千２百万円減少したことによるものです。

（固定負債）

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

円）となりました。

（純資産）

　当連結会計年度第１四半期末における純資産の残高は22億１千７百万円（前連結会計年度末は25億３千８百万円）

となり、３億２千万円減少しました。主に、減少要因として当期純損失２億９千９百万円の発生により利益剰余金

の減少３億４千７百万円したことによるものであります。

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

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当期純損失の計上のほか、仕入

債務の減少、配当金の支払等があり、前連結会計年度末に比べ２億４千８百万円減少し、当第１四半期連結会計期

間末には、18億６千３百万円となりました。

（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末において営業活動の結果減少した資金は、２億２百万円となりました。この主な理

由は、税金等調整前当期純損失２億８千９百万円を計上し、収入として減価償却費２千７百万円、売上債権の減少

４億６千５百万円がありましたが、支出として仕入債務の減少２億２千３百万円、その他の負債の減少８千１百万

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末において投資活動の結果減少した資金は、２千３百万円となりました。この主な理

由は、支出として有形固定資産の取得による支出１千３百万円、ソフトウエアの取得による支出１千３百万円等が

あったことによるものです。

（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末において財務活動の結果減少した資金は、４千３百万円となりました。これは、主

に、支出として配当金の支払４千７百万円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21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月20日に公表した連結業績予想に変更はありません。
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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）

　該当事項はありません。

（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

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るので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用する方法に

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）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

　　当第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

　　当第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。
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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１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,863,811 2,112,543

受取手形及び売掛金 977,351 1,405,250

有価証券 16,245 16,228

研修材料 28,360 27,910

仕掛品 53,851 55,437

貯蔵品 8,492 6,167

繰延税金資産 28,178 27,260

その他 233,507 220,952

貸倒引当金 △29,356 △28,239

流動資産合計 3,180,439 3,843,508

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 151,825 151,119

機械装置及び運搬具（純額） 3,788 4,107

工具、器具及び備品（純額） 63,830 59,924

土地 60,725 60,725

有形固定資産合計 280,168 275,875

無形固定資産   

ソフトウエア 121,762 111,577

その他 5,369 5,369

無形固定資産合計 127,131 116,946

投資その他の資産   

投資有価証券 374,668 374,767

敷金及び保証金 250,397 252,172

その他 137,980 145,134

貸倒引当金 △6,901 △6,901

投資その他の資産合計 756,144 765,172

固定資産合計 1,163,443 1,157,993

資産合計 4,343,882 5,001,501



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 359,150 571,503

短期借入金 920,125 914,115

未払金 49,710 48,265

未払消費税等 10,413 30,711

未払法人税等 15,241 16,597

未払賞与 60,020 133,576

繰延税金負債 573 540

未払費用 230,584 232,049

前受金 242,664 295,541

その他 84,217 65,352

流動負債合計 1,972,697 2,308,249

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 61,140 60,660

役員退職慰労引当金 1,100 1,100

繰延税金負債 84,508 85,131

その他 6,525 7,972

固定負債合計 153,273 154,863

負債合計 2,125,970 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 790,610 1,137,901

自己株式 △105 △98

株主資本合計 1,965,995 2,313,293

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,217 5,880

為替換算調整勘定 222,632 196,637

評価・換算差額等合計 228,849 202,517

新株予約権 4,002 3,264

少数株主持分 19,066 19,315

純資産合計 2,217,912 2,538,389

負債純資産合計 4,343,882 5,001,501



（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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,244,898

売上原価 502,610

売上総利益 742,288

販売費及び一般管理費 1,046,674

営業利益 △304,386

営業外収益  

受取利息 1,830

為替差益 16,800

雑収入 3,298

営業外収益合計 21,928

営業外費用  

支払利息 4,237

持分法による投資損失 1,178

雑損失 949

営業外費用合計 6,364

経常利益 △288,822

特別利益  

貸倒引当金戻入額 83

特別利益合計 83

特別損失  

減損損失 755

特別損失合計 755

税金等調整前四半期純利益 △289,494

法人税、住民税及び事業税 4,340

過年度法人税等 6,640

法人税等調整額 △1,772

少数株主利益 653

四半期純利益 △299,355



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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利益 △289,494

減価償却費 27,925

減損損失 755

貸倒引当金の増減額（△は減少） △753

受取利息及び受取配当金 △1,830

支払利息 4,237

持分法による投資損益（△は益） 1,178

売上債権の増減額（△は増加） 465,872

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,192

その他の資産の増減額（△は増加） △26,278

仕入債務の増減額（△は減少） △223,219

前受金の増減額（△は減少） △65,574

未払金の増減額（△は減少） △11,517

その他の負債の増減額（△は減少） △81,383

その他 △2,239

小計 △212,512

利息及び配当金の受取額 1,798

利息の支払額 △4,817

法人税等の支払額 13,514

営業活動によるキャッシュ・フロー △202,017

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △13,373

ソフトウエアの取得による支出 △13,145

敷金及び保証金の回収による収入 2,956

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 △23,562

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） 5,138

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 △43,707

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,732

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 1,863,811



　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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

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 1,069,685 175,213 － 1,244,898 － 1,244,898

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － －

計 1,069,685 175,213 － 1,244,898 － 1,244,898

営業利益（損失） 22,215 △132,352 △7,326 △117,463 △186,923 △304,386

　（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

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は186,923千円であり、その主なものは

親会社の管理部門に係る費用であります。

 

－ 1 －



ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

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

589,277 383,514 135,613 42,159 94,335 1,244,898 － 1,244,898

(2）

 

 

セグメン

ト間の内

部売上高

69,801 77,670 9,005 1,587 1,038 159,101 △159,101 －

計 659,078 461,184 144,618 43,746 95,373 1,403,999 △159,101 1,244,898

営業利益

（損失）
△71,774 △15,970 △6,788 △12,210 △13,630 △120,372 △184,014 △304,386

　（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．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は186,923千円であり、その主なものは

親会社の管理部門に係る費用であります。

 

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

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） 380,972 126,527 42,768 107,012 657,279

Ⅱ　連結売上高（千円）     1,244,898

Ⅲ　海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％）

30.6 10.2 3.4 8.6 52.8

　（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。

 

（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。

－ 2 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,247,487

Ⅱ　売上原価 507,465

売上総利益 740,022

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,131,966

営業損失 391,944

Ⅳ　営業外収益 14,076

１．受取利息 2,794

２．為替差益 9,584

３．雑収入 1,698

Ⅴ　営業外費用 7,611

１．支払利息 3,693

２．持分法による投資損失 3,397

３．雑損失 521

経常損失 385,479

Ⅵ　特別利益 95

１．貸倒引当金戻入益 95

Ⅶ　特別損失 193

１．固定資産除却損 193

税金等調整前四半期純損失 385,577

税金費用 △114,162

少数株主損失 907

四半期純損失 270,508

－ 3 －



（２）（要約）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１四半期）

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 △385,577

減価償却費 33,245

貸倒引当金の増加額 615

受取利息及び受取配当金 △2,794

支払利息 3,693

持分法による投資損失 3,397

固定資産除却損 193

売上債権の減少額 616,828

たな卸資産の減少額 9,393

その他資産の増加額 △25,972

仕入債務の減少額 △445,146

未払金の増加額 62,270

その他負債の減少額 △97,368

その他 24

　　　小計 △227,199

利息及び配当金の受取額 2,779

利息の支払額 △4,509

法人税等の支払額 △11,987

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△240,916

－ 4 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

投資事業組合分配金による
収入

1,800

有形固定資産の取得による
支出

△13,332

ソフトウェアの取得による
支出

△15,357

敷金・保証金の返還による
収入

18

会員権の売却による収入 5,000

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 500

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△22,372

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

配当金の支払額 △95,340

株式の発行による収入 13,460

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△81,880

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

24,468

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

△320,700

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期末
残高

2,263,911

－ 5 －



（３）セグメント情報

ａ．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１四半期）

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 1,090,131 157,356 － 1,247,487 － 1,247,487

営業費用 1,206,126 314,374 14,057 1,534,557 104,874 1,639,431

営業利益 △115,995 △157,018 △14,057 △287,070 △104,874 △391,944

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

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 643,884 443,827 154,091 65,313 119,702 1,426,817 △179,330 1,247,487

営業費用 840,240 509,659 182,222 62,962 119,618 1,714,701 △75,270 1,639,431

営業利益 △196,356 △65,832 △28,131 2,351 84 △287,884 △104,060 △391,944

ｃ．海外売上高

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

 北米 欧州 中国
アジア・パシ
フィック

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 354,984 144,196 62,703 119,954 681,837

Ⅱ　連結売上高（千円）     1,247,487

Ⅲ　海外売上高の連結

売上高に占める割

合（％）

28.5 11.6 5.0 9.6 54.7

－ 6 －
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