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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4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3月期第2四半期 2,725 △3.8 △303 ― △329 ― △346 ―

20年3月期第2四半期 2,833 △8.5 △452 ― △473 ― △395 ―

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2四半期 △72.18 ―

20年3月期第2四半期 △82.72 ―

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2四半期 4,340 2,139 48.7 440.91
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2四半期  2,113百万円 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  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

通期 7,280 2.6 160 ― 145 ― 70 9.4 14.60

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、５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。  

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2四半期 4,793,700株 20年3月期 4,793,680株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 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2四半期 4,793,609株 20年3月期第2四半期 4,782,502株
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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

　当第２四半期累計期間（６ヶ月）の状況は、以下のとおりであります。

　(1）概要

　第２四半期累計期間（６ヶ月）の経済環境は、サブプライムローン問題の影響が米国、欧州中心に出始めてき

ている状況となりました。この影響は今後インド、中国、日本へ波及してくるものと思われます。日本において

は、とくに採用市場に対する影響が大きなものとなっています。

　このような中、米国、欧州の売上は、前年同期に比べ現地通貨ベースでは増加いたしましたが、為替の影響に

より円ベースでは減少いたしました。日本においては、ＨＲＤ事業は前年同期に比べ微減いたしましたが、ＣＣ

事業は増加いたしました。

　世界的に原価率削減に努めた結果粗利益率は向上し、販管費削減に努めた結果営業損失率は前年に比べ大幅に

改善いたしました。

　(2）ＨＲＤ事業

　1）国内

　売上高は前年同期をやや下回ったものの、ＩＴ業界、保険業界からの継続案件も確実に受注することができた

他、自動車業界からのアジア地域でのサービス向上プロジェクトやメガバンクからのＣＳ向上プロジェクトなど

の新規受注がありました。

　2）北米

　米国に端を発するサブプライムローンの影響がありましたが、売り上げは前年同期に比べ微増しました。内訳

は直販部門の売り上げはほぼ予想通りでしたが、代理店の売上が昨年同期より低迷しました。

　経費削減、原価率向上に努めた結果、昨年同期に比べ営業損失率は大幅に改善されました。業界別には主にＩ

Ｔ業界、製薬業界からの大型受注が堅調でした。

　3）欧州

　売上高は、前年同期に比べ、現地通貨ベースで１０％の伸びを記録しました。しかしサブプライムローン問題

に端を発する景気低迷の影響により、直販部門では大型案件の受注遅延が発生しています。

　昨年来取り組んでいます代理店増強の結果、代理店の売り上げは増加しています。

　また欧州ビジネス強化策の一環としてフランス代理店のPerforman社を本年９月に買収し、Wilson Learning 

France社を設立しました。下半期では売り上げ、利益の貢献が期待できます。

　4）中国

　中国市場は戦略的市場と位置付け、本年２月に新社長を迎え新たな組織や戦略の再構築を図っています。主力

社員の退社に伴い売り上げは前年同期比減少しました。

　しかし構造改革を進めており、ソリューション面ではセミナー中心のビジネスからラーニングコンサルタント

主導のビジネスへ展開、顧客セグメントとしては欧米系グローバル企業から日系企業、中国企業へカバレージ強

化を図っていきます。

　5）アジア・パシフィック

　サブプライムローンの影響はオーストラリアに見られますが、他のアジア諸国には未だあまり顕著ではありま

せん。好調な韓国、アセアン諸国に加え、昨年設立しましたインド子会社が売り上げ、利益とも貢献し始めまし

た。その結果、アジアパシフィックとしては売り上げ、利益とも増収、増益を確保しました。

　この結果、売上高21億円（対前年同期比7.9％減）、営業利益１億５千１百万円（前年同期営業損失１千５百万

円）となりました。

　(3）ＣＣ事業

　第２四半期累計期間（６ヶ月）は、翌年度の新卒採用系事業の準備段階にあたるため、商品開発、販促活動、

ターゲットの絞込みなどのマーケティング活動に注力しました。当期後半から金融危機に端を発した企業業績の

急激な悪化予想を受けて、新卒採用市場環境が急変し、売上高は予想を大幅に下回りました。その中で、競合の

激しいＥリクルーティング分野では、当社の主力サービスｅ２Ｒ（応募者管理システム）の評価が高まり、大型

顧客の継続受注を確保すると共に、新規受注も数多く獲得し、前年同期比でみたＣＣ事業の売上げ拡大に貢献し

ました。

　この結果、売上高６億２千５百万円（対前年同期比13.1％増）、営業損失１億３千７百万円（前年同期営業損失

１億６千５百万円）となりました。
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　(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２四半期累計期間（６ヶ月）には、ＣＣ事業との連携を強化し、当社ビジネスのバリューチェーンを最大限に

活用した新たなソリューションサービスの開発を進めました。その成果として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」を開発し、第３四半期より市場に展開する準備を整えました。

　この結果、売上高－円、営業損失１千５百万円（前年同期営業損失２千７百万円）となりました。

　このような結果、売上高27億２千５百万円（対前年同期比3.8％減）、営業損失３億３百万円（前年同期営業損失４

億５千２百万円）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）

　当連結会計年度第２四半期末における流動資産の残高は31億７千１百万円（前連結会計年度末は38億４千３百

万円）となり６億７千１百万円減少しました。これは、主に現金及び預金が３億５千７百万円および受取手形及

び売掛金２億９千万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２四半期末における固定資産の残高は11億６千９百万円（前連結会計年度末は11億５千７百

万円）となり１千１百万円増加しました。これは主にソフトウエアが５百万円増加したこと、フランスにおける

Performan社買収に伴うのれんが３千９百万円増加しましたが、一方、投資有価証券が２千６百万円減少しその

他で５百万円減少したことによります。

（流動負債）

　当連結会計年度第２四半期末における流動負債の残高は19億７千５百万円（前連結会計年度23億８百万円）と

なり、３億３千２百万円減少しました。これは、主に、買掛金が１億５千１百万円減少したこと、前受金が１億

４千２百万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２四半期末における固定負債の残高は２億２千５百万円（前連結会計年度は１億５千４百万

円）となり７千万円増加しました。これは、長期借入金が６千６百万円増加し、その他が１千８百万円増加し、

社債が９百万円減少したことによるものです。

（純資産）

　当連結会計年度第２四半期末における純資産の残高は21億３千９百万円（前連結会計年度末は25億３千８百万

円）となり、３億９千８百万円減少しました。これは、主に当期純損失３億４千６百万円の発生により利益剰余

金が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２四半期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、支出として当期純損失の計上のほか、仕入債務の

増加、前受金の減少、配当金の支払等があり、前連結会計年度末に比べ３億５千７百万円減少し、当連結会計年

度第２四半期末は17億５千４百万円となりました。

（営業活動によるキャシュ・フロー）

　当第２四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３億３千６百万円となりました。これは税

金等調整前四半期純損失３億３千万円を計上し、収入として、減価償却費５千万円、売上債権の減少３億２千４

百万円がありましたが、支出として、仕入債務の減少１億６千４百万円、前受金の減少１億５千６百万円等あり、

支払が収入を超過したものです。

（投資活動によるキャシュ・フロー）

　当第２四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９千９百万円となりました。これは、子

会社の取得による支出４千９百万円、ソフトウエアの取得による支出２千９百万円、有形固定資産の取得による

支出２千４百万円等によるものです。

（財務活動によるキャシュ・フロー）

　当第２四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、６千４百万円となりました。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たことによるものです。
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３．連結業績予想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します。

又、第３四半期に、海外日系企業（特に中国・インド）向けを含め多くのプロモーション活動を企画し、アプロー

チ件数の拡大、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、下半期は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て、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。

　その結果、中国有力企業からの受注もあり、下半期には売り上げ増を期待できます。

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下期のビジネス環境は、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72億８千万円（対前年比2.6％増）、営業利益１億６千万円（前年営業損失１千２百万円）、

経常利益１億４千５百万円（前年経常損失７千１百万円）、当期純利益７千万円（対前年比9.4％増）を計画しており

ます。

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。
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　(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。
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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２四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,754,855 2,112,543

受取手形及び売掛金 1,114,926 1,405,250

有価証券 16,249 16,228

研修材料 25,744 27,910

仕掛品 50,829 55,437

貯蔵品 7,698 6,167

繰延税金資産 27,283 27,260

その他 203,627 220,952

貸倒引当金 △29,543 △28,239

流動資産合計 3,171,668 3,843,508

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 147,085 151,119

機械装置及び運搬具（純額） 4,656 4,107

工具、器具及び備品（純額） 63,841 59,924

土地 60,725 60,725

有形固定資産合計 276,307 275,875

無形固定資産   

のれん 39,532 －

ソフトウエア 116,892 111,577

その他 5,468 5,369

無形固定資産合計 161,892 116,946

投資その他の資産   

投資有価証券 348,534 374,767

敷金及び保証金 249,510 252,172

その他 139,904 145,134

貸倒引当金 △6,901 △6,901

投資その他の資産合計 731,047 765,172

固定資産合計 1,169,246 1,157,993

資産合計 4,340,914 5,001,501
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（単位：千円）

当第２四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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 420,217 571,503

短期借入金 926,912 914,115

1年内返済予定の長期借入金 33,068 －

未払金 45,871 48,265

未払消費税等 5,557 30,711

未払法人税等 23,082 16,597

未払賞与 73,824 133,576

繰延税金負債 560 540

未払費用 231,861 232,049

前受金 153,223 295,541

その他 61,734 65,352

流動負債合計 1,975,909 2,308,249

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 51,060 60,660

役員退職慰労引当金 － 1,100

長期借入金 66,932 －

繰延税金負債 81,252 85,131

その他 26,259 7,972

固定負債合計 225,503 154,863

負債合計 2,201,412 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 743,943 1,137,901

自己株式 △105 △98

株主資本合計 1,919,328 2,313,293

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 508 5,880

為替換算調整勘定 193,733 196,637

評価・換算差額等合計 194,241 202,517

新株予約権 6,217 3,264

少数株主持分 19,716 19,315

純資産合計 2,139,502 2,538,389

負債純資産合計 4,340,914 5,001,501
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,725,315

売上原価 1,074,278

売上総利益 1,651,037

販売費及び一般管理費 1,954,453

営業損失（△） △303,416

営業外収益  

受取利息 4,481

受取配当金 1,000

為替差益 18,684

雑収入 4,687

営業外収益合計 28,852

営業外費用  

支払利息 10,022

為替差損 23,229

持分法による投資損失 5,324

投資事業組合運用損 7,039

雑損失 9,636

営業外費用合計 55,250

経常損失（△） △329,814

特別利益  

貸倒引当金戻入額 66

特別利益合計 66

特別損失  

減損損失 1,043

特別損失合計 1,043

税金等調整前四半期純損失（△） △330,791

法人税、住民税及び事業税 10,635

過年度法人税等 6,462

法人税等還付税額 △2,955

法人税等調整額 △214

少数株主利益 1,303

四半期純損失（△） △346,022
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４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（△） △330,791

減価償却費 50,198

減損損失 1,043

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,182

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 △5,481

支払利息 10,022

持分法による投資損益（△は益） 5,324

投資事業組合運用損益（△は益） 7,039

売上債権の増減額（△は増加） 324,315

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,450

その他の資産の増減額（△は増加） 1,082

仕入債務の増減額（△は減少） △164,679

前受金の増減額（△は減少） △156,717

未払金の増減額（△は減少） △21,489

その他の負債の増減額（△は減少） △61,504

その他 2,637

小計 △342,369

利息及び配当金の受取額 5,418

利息の支払額 △10,031

法人税等の支払額 △13,520

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 △336,302

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 2,000

有形固定資産の取得による支出 △24,662

ソフトウエアの取得による支出 △29,127

子会社株式の取得による支出 △49,406

敷金及び保証金の差入による支出 △772

敷金及び保証金の回収による収入 2,271

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 △99,696

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） 13,647

長期借入れによる収入 100,000

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 64,802

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △357,688

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 1,754,855
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　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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 2,100,289 625,026 － 2,725,315 － 2,725,315

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － －

計 2,100,289 625,026 － 2,725,315 － 2,725,315

営業利益（損失） 151,029 △137,408 △15,392 △1,771 △301,645 △303,416

　（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301,645千円であり、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。
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〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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

1,510,479 725,669 208,308 95,515 185,344 2,725,315 － 2,725,315

(2）

 

 

セグメン

ト間の内

部売上高

131,442 146,184 17,025 2,113 1,813 298,577 △298,577 －

計 1,641,921 871,853 225,333 97,628 187,157 3,023,892 △298,577 2,725,315

営業利益

（損失）
32,354 △26,073 △20,166 △10,554 21,257 △3,182 △300,234 △303,416

　（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301,645千円であり、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。

 

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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） 725,224 206,602 96,108 198,864 1,226,798

Ⅱ　連結売上高（千円）     2,725,315

Ⅲ　海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％）

26.6 7.6 3.5 7.3 45.0

　（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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  2,833,258 100.0

Ⅱ　売上原価  1,142,643 40.3

売上総利益  1,690,615 59.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,143,481 75.7

営業損失  △452,866 △16.0

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 6,365   

２．受取配当金 1,000   

３．保険解約返戻金 1,117   

４．雑収入　 1,646 10,128 0.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 7,650   

２．持分法による投資損失 8,061   

３．投資事業組合損失 2,852   

４．為替差損 7,065   

５．雑損失 4,788 30,416 1.1

経常損失  △473,154 △16.7

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 43   

２．過年度使用料返戻金 11,463 11,506 0.4

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 865   

２．投資有価証券評価損 8,000 8,865 0.3

税金等調整前中間純損失  △470,513 △16.6

法人税、住民税及び事業税 13,678   

過年度法人税等 6,746   

法人税等調整額 △97,114 △76,690 △2.7

少数株主利益  △1,786 △0.1

中間純損失  △395,609 △14.0
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純損失 △470,513

減価償却費 63,459

貸倒引当金の増加額　 1,440

受取利息及び受取配当金　 △7,365

支払利息　 7,650

持分法による投資損失　 8,061

固定資産除却損　 865

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　 235,652

たな卸資産の減少額　 9,605

その他資産の増加額　 △23,595

仕入債務の減少額　 △445,736

未払金の減少額　 △44

前受金の増加額　 113,859

その他負債の減少額　 △74,520

その他　 23

小計 △570,307

利息及び配当金の受取 7,294

利息の支払額　 △7,738

法人税等の支払額 △16,489

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△587,240

－ 4 －



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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

投資有価証券の取得による
支出　

△100,000

投資事業組合分配金による
収入　

8,500

有形固定資産の取得による
支出　

△21,972

ソフトウェアの取得による
支出　

△39,620

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　 10,000

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 800

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△193,219

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 24,949

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

△59,183

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△13,318

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △852,960

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

1,731,651
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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〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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 2,280,575 552,683 － 2,833,258 － 2,833,258

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 2,280,575 552,683 － 2,833,258 － 2,833,258

営業費用 2,296,265 718,085 27,064 3,041,414 244,710 3,286,124

営業利益 △15,690 △165,402 △27,064 △208,156 △244,710 △452,866

　（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244,710千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。

　４．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、当中間連結会計期間より、「Ｈ

ＲＤ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。
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〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

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
1,462,751 789,915 215,802 127,715 237,075 2,833,258 － 2,833,258

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

148,806 175,949 33,676 9,998 3,553 371,982 △371,982 －

計 1,611,557 965,864 249,478 137,713 240,628 3,205,240 △371,982 2,833,258

営業費用 1,714,888 1,049,829 301,249 122,036 230,653 3,418,655 △132,531 3,286,124

営業利益 △103,331 △83,965 △51,771 15,677 9,975 △213,415 △239,451 △452,866

　（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、タイ他

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244,710千円であり、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。

４．会計方針の変更

　　事業の種類別セグメントの区分を変更したことに伴い、これまで配賦不能の全社費用としていた子会社

　の管理部門に係る費用は、各々の子会社が属する地域の営業費用に賦課することといたしました。

　　この結果、従来の方法によった場合に比較して「国内」、「北米」、「欧州」、「中国」、「アジア・

  パシィフィック」の営業費用はそれぞれ4,500千円、77,593千円、20,626千円、10,525千円、20,533千円

  増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。なお、「消去又は全社」の営業利益は133,777千円

  増加しております。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 北米 欧州 中国
アジア・パシ
フィック

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 791,379 226,000 127,715 240,834 1,385,928

Ⅱ　連結売上高（千円）     2,833,258

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
27.9 8.0 4.5 8.5 48.9

　（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、タイ他

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。
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