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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9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6月期第1四半期 5,461 ― △262 ― △342 ― △1,158 ―
20年6月期第1四半期 9,998 132.9 142 13.6 62 △59.9 55 2,552.3

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6月期第1四半期 △20,434.93 ―
20年6月期第1四半期 952.60 ―

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6月期第1四半期 21,140 5,383 25.1 93,445.70
20年6月期 22,855 6,494 28.2 111,447.00

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  5,299百万円 20年6月期  6,421百万円

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6月期 ― ― ― 550.00 550.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― 500.00 500.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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  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

第2四半期連結累計期間 12,000 ― 0 ― △200 ― △1,000 ― △17,631.70
通期 24,500 △29.0 200 △79.5 50 △92.5 △750 ― △13,223.78

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、3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、3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. 業績予想に関する事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
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.上記の予想数値は本資料の発表日現時点で入手可能な情報に基づき算出しており、実際の業績は今後様々な要因により異なる可能性があります。  

新規 0 社 （社名 ） 除外 0 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6月期第1四半期  59,698株 20年6月期  59,698株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  2,982株 20年6月期  2,982株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  56,716株 20年6月期第1四半期  56,716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1四半期連結累計期間（平成20年7月1日から平成20年9月30日）におけるわが国経済は、米国発の金融市場の世

界的な混乱が実体経済にも影響を及ぼし始めており、個人消費の低迷や設備投資の減少など、減速感を強めてまいり

ました。

　物流・流通業界におきましては、個人消費の大幅な減少や、市場環境の悪化の影響を受け、取扱量の大幅な減少な

らびに原油価格の依然とした高止まりによる厳しい経営環境にあります。人材アウトソーシング業界におきましても、

日雇い派遣や一般派遣業の分野で派遣業法の厳格化や派遣先企業の需要の激減など、紹介派遣事業や請負事業への転

換など業界の存在自体が問われております。

　このような環境の中、当社グループは、「選択と集中」をコンセプトとした「バリュー・ホップ2011プラン」を計

画し、原点回帰の下、３PL事業、通販支援事業、納品代行事業、人材アウトソーシング事業をコアとした事業展開を

行っております。平成20年7月には株式会社IWビジネスパートナーズの子会社化による通販支援事業の強化、平成20年

8月には飲食事業である株式会社TWレストランツの売却などコア事業への集中の具体的施策を講じてまいりました。

この結果、売上高は、5,461百万円（前年同期比△45.3％）の減収となりました。経常損失は、342百万円（前年同期

62百万円）、四半期純損失は、1,158百万円（前年同期55百万円）の減益となりました。

　当第1四半期連結累計期間の業績をセグメント別にご説明しますと、次のとおりです。

（３PL事業）

 大阪フルフィルメントセンター（大阪FFC）のフル稼働ならびに通販の新規クライアント開拓効果により、売上高は

1,832百万円（前年同期比84.3％増）となりました。

（人材アウトソーシング事業）

　人材派遣業の需要激減により、当社人材派遣事業の売上高も減少しました。その結果売上高は408百万円（全年同期

比43.6％減）となりました。

（コンサルティング事業）

　通販支援事業による通販サイトの立上げ並びにシステムの初期投資を行った結果、売上高64百万円（前年同期比

298.2％増）となりました。

（納品代行事業）

　8月に札幌センターを設立しましたが、百貨店全体の売上高の減少に伴い、減収となりました。その結果売上高は、

2,181百万円（前年同期比16.0％減）となりました。

（金融事業）　

　リース案件並びに不動産ファンドから上がる収益は予定通り上がりましたが、昨年度は不動産ファンドを売却した

ことにより、昨年対比で減収となりました。その結果、売上高19百万円（前年同期比99.1％減）となりました。

 （リサイクル事業）

　容器包装リサイクル事業での処理並びにパレット製造が順調に稼動しました。その結果、売上高396百万円（前年同

期比59.4％増）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１） 資産の状況

（総資産）

　当第1四半期連結会計期間末における総資産は、21,140百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,715百万円減少し

ました。この減少の主な要因は、現預金残高516百万円、受取手形及び売掛金2,047百万円の減少等によるものです。

（純資産）

　当第1四半期連結会計期間末における純資産は、5,383百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,110百万円減少しま

した。この主な要因は、利益剰余金1,190百万円の減少等によるものです。

（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現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ606百万円減少し、313百万

円となりました。

　営業活動によるキャッシュフローは、32百万円の収入となりました。これは税金等調整前四半期純損失が1,154百万

円になった一方、契約解除損失334百万円、売上債権126百万円の減少等によるものです。

　投資活動によるキャッシュフローは、74百万円の収入になりました。有形固定資産の取得による124百万円の支出が

あった一方、子会社株式売却による269百万円の収入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は、714百万円の支出となりました。これは、借入金等の返済によるものです。

－ 1 －



３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後も物流業界は、消費減退に伴う取扱物量の減少に歯止めがかからず、引き続き厳しい状況が続くと考えており

ます。又、人材派遣事業につきましても、業界環境は依然厳しく、浮上の兆しも見えない状況と考えております。

　当社グループの通期の連結業績予想は、前期に開設した大阪FFCの本格稼動、納品代行事業の本格的な復調や通販支

援事業が順調に成長を見込めるものの、飲食事業の株式会社TWレストランツの売却、景気減速による既存3PL事業の取

扱量の減少、人材アウトソーシング事業の需要激減、一部請負事業の取り込みの遅れなどや請負単価の下落や燃料費

などの原材料価格の先行き不透明感などを勘案し、平成20年8月14日に公表しました通期並びに第2四半期業績予想の

数値を下記のとおり修正いたします。

 

（第２四半期連結累計期間）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 12,800 200 70 40 705 26

今回修正予想（Ｂ） 12,000 0 △200 △1,000 △17,631 70

増減額（Ｂ－Ａ） △800 △200 △270 △1,040 － 　

増減率（％） △6.2 － － － －  

前中間期実績 18,606 282 157 106 1,847 22

 

（通期）

 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

前回発表予想（Ａ） 26,500 450 150 80 1,410 53

今回修正予想（Ｂ） 24,500 200 50 △750 △13,223 78

増減額（Ｂ－Ａ） △2,000 △250 △100 △830 －   　

増減率（％） △7.5 △66.6 － － －  

前期実績 34,555 978 674 160 2,807 41

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法は、貸倒実績率が前連結会計年度に算定したものと著しい変化がないと認め

られる場合に、前連結会計年度の決算において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定して

おります。

②減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定しております。

③繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状

況に著しい変化が認められる場合に、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しております。

－ 2 －



２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（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

　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 －



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９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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 413,140 929,916

受取手形及び売掛金 3,440,042 5,487,492

リース投資資産 139,563 151,896

商品 6,188 35,724

原材料 7,052 6,729

仕掛品 808 －

その他 2,241,862 2,154,580

貸倒引当金 △230,343 △203,055

流動資産合計 6,018,313 8,563,284

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,338,595 4,240,511

その他 3,822,864 3,808,097

減価償却累計額 △1,310,865 △1,217,114

有形固定資産合計 6,850,594 6,831,494

無形固定資産   

のれん 3,449,609 3,832,557

その他 524,314 526,321

無形固定資産合計 3,973,924 4,358,878

投資その他の資産 4,270,343 3,067,727

固定資産合計 15,094,861 14,258,100

繰延資産 26,886 34,291

資産合計 21,140,062 22,855,676

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,141,651 1,249,837

短期借入金 5,768,470 5,983,494

未払法人税等 20,230 29,295

賞与引当金 49,103 26,092

その他 1,337,227 1,391,997

流動負債合計 8,316,684 8,680,718

固定負債   

社債 763,000 817,500

長期借入金 4,253,672 4,625,512

リース債務 1,494,160 1,510,266

その他 928,969 727,249

固定負債合計 7,439,802 7,680,527

負債合計 15,756,486 16,361,246



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,752,950 2,752,950

資本剰余金 2,975,178 2,975,178

利益剰余金 △126,074 1,064,106

自己株式 △299,007 △299,007

株主資本合計 5,303,046 6,493,228

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,180 △71,631

評価・換算差額等合計 △3,180 △71,631

新株予約権 41,868 30,372

少数株主持分 41,841 42,460

純資産合計 5,383,575 6,494,429

負債純資産合計 21,140,062 22,855,676



（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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,461,775

売上原価 4,827,849

売上総利益 633,925

販売費及び一般管理費 896,072

営業損失（△） △262,147

営業外収益  

受取利息 4,856

受取賃貸料 6,872

持分法による投資利益 186

その他 5,726

営業外収益合計 17,641

営業外費用  

支払利息 73,783

支払手数料 9,240

その他 14,983

営業外費用合計 98,008

経常損失（△） △342,514

特別利益  

受取和解金 19,981

その他 349

特別利益合計 20,331

特別損失  

契約解除損失 334,365

固定資産除却損 1,158

投資有価証券売却損 131,641

関係会社株式売却損 282,624

その他 82,279

特別損失合計 832,069

税金等調整前四半期純損失（△） △1,154,252

法人税等 16,767

少数株主損失（△） △12,032

四半期純損失（△） △1,158,987



（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７月１日 
 至 平成20年９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（△） △1,154,252

減価償却費 162,375

のれん償却額 54,787

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,902

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,421

受取利息及び受取配当金 △4,856

支払利息 73,783

持分法による投資損益（△は益） △186

固定資産除却損 1,158

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 131,171

関係会社株式売却損益（△は益） 282,624

契約解除損失 334,365

売上債権の増減額（△は増加） 126,032

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,528

仕入債務の増減額（△は減少） △69,563

その他 163,201

小計 126,690

利息及び配当金の受取額 968

利息の支払額 △85,174

法人税等の支払額 △9,527

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,955

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 10,038

定期預金の預入による支出 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △124,440

無形固定資産の取得による支出 △23,323

投資有価証券の売却による収入 143,060

関係会社株式の取得による支出 △8,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△85,790

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

269,963

短期貸付金の増減額（△は増加） 5,303

貸付金の回収による収入 8,921

その他 △21,184

投資活動によるキャッシュ・フロー 74,548



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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） △193,000

長期借入金の返済による支出 △370,539

社債の償還による支出 △53,500

リース債務の返済による支出 △97,203

財務活動によるキャッシュ・フロー △714,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △606,737

現金及び現金同等物の期首残高 919,878

現金及び現金同等物の四半期末残高 313,140



　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7月1日　至平成20年9月30日）

（単位：千円）

 ３ＰＬ事業 人材アウトソーシン
グ事業　　　　　

コンサルティング
事業 納品代行事業 金融事業

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 1,832,283 408,411 64,870 2,181,843 19,899

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高

128,060 4,993 － 202,221 10,038

計 1,960,344 413,404 64,870 2,384,064 29,938

営業利益又は営業損失（△） △15,217 △8,598 △29,514 △4,525 16,486

 リサイクル
事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 396,282 558,182 5,461,775 － 5,461,775

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高

50 389 345,752 (345,752) －

計 396,332 558,572 5,807,527 (345,752) 5,461,775

営業利益又は営業損失（△） 106,071 2,752 67,455 (329,602) △262,147

（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　各事業の主な製品

(1）３ＰＬ事業………顧客倉庫センターの運営業務の請負、貨物運送、物流倉庫の賃貸借等

(2）人材アウトソーシング事業………人材派遣、業務請負、労務管理システムの企画・開発・販売等

(3）コンサルティング事業………情報化戦略に関する企画、設計コンサルティング業務、物流関連システムの

企画開発等

(4）納品代行事業………百貨店向け検品・納品代行等

(5) 金融事業………ファンド運用、リース業及び貸金業

(6）リサイクル事業………リサイクルパレットの製造・販売

(7）その他事業………ビジネスサポート事業、外食事業

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主なものは、親会社本社の管理部門にか

かる費用であり、351,066千円であります。

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7月1日　至平成20年9月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

当第1四半期連結累計期間（自平成20年7月1日　至平成20年9月30日）

海外売上高がないため記載しておりません。

（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。

－ 1 －



「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

 
前年同四半期　

(平成20年6月期第1四半期)

区分 金額（千円）

Ⅰ　売上高 9,998,220

Ⅱ　売上原価 8,633,694

売上総利益 1,364,526

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,221,604

営業利益 142,921

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 6,242

２　受取配当金 121

３　受取手数料 2,774

４　その他 19,959

営業外収益合計 29,097

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 69,791

２　支払手数料 14,515

３　その他 25,236

営業外費用合計 109,542

経常利益 62,476

Ⅵ　特別利益  

１　固定資産売却益 36,051

２　貸倒引当金戻入益 1,783

３　その他 5,264

特別利益合計 43,100

－ 2 －



 
前年同四半期　

(平成20年6月期第1四半期)

区分 金額（千円）

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産除却損 26,828

２　役員退職金 22,685

３　本社移転費用 35,902

４　その他 111,134

特別損失合計 196,551

税金等調整前四半期純損失（△） △90,974

法人税、住民税及び事業税 6,416

法人税等調整額 △132,333

少数株主損失（△） △20,774

四半期純利益 55,717

  

－ 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6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
（△）

△90,974

減価償却費 71,153

その他償却額 8,761

のれん償却額 54,477

貸倒引当金の増加額（△減少
額）

1,783

賞与引当金の増加額（△減少
額）

44,792

受取利息及び受取配当金 △6,363

支払利息 69,791

有形固定資産売却損益 △39,853

有形固定資産除却損 26,828

売上債権の減少額（△増加
額）

△2,838,515

たな卸資産の減少額（△増加
額）

1,566,013

未収入金の減少額（△増加
額）

90,355

前払費用の減少額（△増加
額）

1,933

仕入債務の増加額（△減少
額）

266,859

未払金の増加額（△減少額） 452,068

未払費用の増加額（△減少
額）

△9,685

株式報酬費用 1,546

その他 △43,878

小計 △372,905

－ 4 －



 
前年同四半期

（平成20年6月期第1四半期）

区分 金額（千円）

利息及び配当金の受取額 3,633

利息の支払額 △86,065

法人税等の支払額 △26,672

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

△482,008

Ⅱ　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

△1,815,544

有形固定資産の売却による収
入

186,533

無形固定資産の取得による支
出

△35,517

その他償却資産の取得による
支出

△940

投資有価証券の取得による支
出

△449

短期貸付金の純増減 △210,040

長期貸付けによる支出 △14,100

長期貸付金の回収による収入 28,905

その他 121,502

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△1,739,650

－ 5 －



 
前年同四半期

（平成20年6月期第1四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

短期借入金の純増額 △48,700

長期借入金の返済による支出 △590,129

社債償還による支出 △82,500

配当金の支払額 △58,241

自己株式の取得による支出 △3,560

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△783,131

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）

△3,004,791

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 6,145,434

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 3,140,643

  

－ 6 －



（３）セグメント情報

ａ．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２０年７月１日　至平成２０年９月３０日）

 
３PL事業
（千円）

人材アウト
ソーシング
事業
（千円）

納品代行事
業（千円）

金融事業
（千円）

ドラッグス
トア事業
（千円）

その他事業
（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
993,685 723,629 2,598,211 2,326,220 2,284,477 1,071,995 9,998,220 ― 9,998,220

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

72,868 302,328 39,469 82,684 325 162,310 659,986 (659,986) ―

計 1,066,554 1,025,957 2,637,681 2,408,904 2,284,802 1,234,305 10,658,207 (659,986) 9,998,220

営業利益又は営業損失

（△）
78,128 46,866 △106,022 479,878 35,969 △19,862 514,958 (372,037) 142,921

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1）３PL事業………顧客倉庫センターの運営業務の請負、貨物運送、物流倉庫の賃貸借等

(2）人材アウトソーシング事業………人材派遣、業務請負、労務管理システムの企画・開発・販売等

(3）納品代行事業………百貨店向け検品・納品代行等

(4）金融事業………ファンド運用、リース業及び貸金業

(5）ドラッグストア事業………ドラッグストアの運営

(6）その他事業………コンサルティング事業、ビジネスサポート事業、金融事業、介護事業、外食事業

ｂ．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２０年７月１日　至平成２０年９月３０日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自平成２０年７月１日　至平成２０年９月３０日）

海外売上高がないため記載しておりません。

－ 7 －
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