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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

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

21年3月期第1四半期 1,244 ― △309 ― △294 ― △304 ―

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

22年3月期第1四半期 △95.41 ―

21年3月期第1四半期 △63.58 ―

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

22年3月期第1四半期 3,450 1,763 50.2 361.60
21年3月期 4,519 2,277 49.7 468.73

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,733百万円 21年3月期  2,246百万円

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

21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 20.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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

1,830 △32.8 △530 ― △535 ― △470 ― △98.05

通期 5,750 △8.1 50 ― 30 ― 10 ― 2.09



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、５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、５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 

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測数値と大幅に異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 4,793,680株 21年3月期  4,793,680株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  130株 21年3月期  130株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 4,793,550株 21年3月期第1四半期 4,793,618株



（1）概要  

第１四半期は、昨年度下期から顕著になった経済状況悪化の影響が続き、前年同期に比べ国内外とも売上

げ、受注が減少しました。また、第１四半期はＨＲＤ事業（国内・海外）、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費用が先行する期間となります。 

 当第１四半期における連結業績は、売上高７億６千５百万円（前年同期比38.5％減）、営業損失４億６千万円

（前年同期比48.7％増）、経常損失４億５千５百万円（前年同期比54.8％増）となっております。また四半期純

損失は４億５千７百万円（前年同期比50.1％増）となりました。 

（2）ＨＲＤ事業 

1）国内 

昨年度下期の受注の減少から第１四半期の売上は前期に比較し、かなり厳しい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、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いたしました。また、昨年開発しまし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行い、マーケットへのプロモーション活動に入っております。 

 今後は、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

を図ってまいります。 

2）海外 

 米国は依然景気の先行きが不透明な状況にあり、昨年度下期の受注金額の減少の影響により、直販部門、

代理店部門とも減収減益となりました。このような環境下で、第２四半期には、さらなる人員削減・コスト

削減を実施し、収支の改善を図ってまいります。 

欧州は依然として景気動向は厳しい状況が続き、受注が大幅に減少し、売上高および利益も低調でありまし

た。このような環境下で、第２四半期にさらなる人員削減・コスト削減を実施し、企業体質の強化に取り込ん

でまいります。 

中国はコンサルティング・サービス強化により売上は堅調に推移しました。業界別に見ますとテレコム業界

の伸びが顕著となりました。前年度と比べ営業利益が大幅に改善しました。 

        アジアパシフィック地区は経済回復の兆しを見せているものの、受注には結びつかず、前年同期に比べ売上

高・利益とも減少しました。 

  

      この結果、売上高６億４千万円（前年同期比40.1％減）、営業損失１億３千４百万円（前年同期営業損失０

百万円）となりました。 

      なお、当第１四半期連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の内容について

は、「５．四半期連結財務諸表 （５）セグメント情報 〔事業の種類別セグメント情報〕」に記載のとおり

であります。  

  

（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。昨年度下期以降雇用環境が急激に悪化したことを受け、新卒採用市場の「厳選採用化

傾向」がますます顕著になるものと予測されます。 

 第１四半期は前期末の受注残が減少したことに加え、事業増強のためＷｅｂリクルーティング・システム

の開発投資を行ったことが収益圧迫の要因となりました。現在「厳選採用」の流れを汲んだ戦略提案を継続

中ですが、主力の2011年度新卒向けの提案受注活動は、前期実績を若干下回る進捗となっています。 

  

 この結果、売上高１億２千４百万円（前年同期比28.8％減）、営業損失１億６千４百万円（前年同期比

8.1％増）となりました。 

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



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23億７千６百万円（前連結会計年度末は34億４千万

円）となり10億６千３百万円減少しました。これは主に現金・預金が７億２千８百万円、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あります。 

（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10億７千４百万円（前連結会計年度末は10億７千９

百万円）となり、５百万円減少しました。これは主に無形固定資産が２百万円、敷金及び保証金が１百万円増

加しましたが、有形固定資産が９百万円、投資有価証券が２百万円減少したことによるものです。 

（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15億７千万円（前連結会計年度末は21億１千５百万

円）となり、５億４千５百万円減少しました。これは、主に買掛金が１億６千７百万円、短期借入金が２億７

千５百万円、前受金が４千万円減少したことによるものであります。 

（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１億１千６百万円（前連結会計年度末は１億２千５

百万円）となり、９百万円減少いたしました。これは繰延税金負債が２百万円増加しましたが、長期借入金が

８百万円、リース債務が２百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当連結会計年度第１四半期末における純資産は17億６千３百万円（前連結会計年度末22億７千７百万円）と

なり、５億１千４百万円減少しました。これは、主に四半期純損失を４億５千７百万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、定期預金の払戻による収入がありましたが、支出として税金等調整前四半期純損失の計

上のほか、短期借入金の減少、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６億２千４

百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には、10億６千７百万円となりました。 

（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、３億２千９百万円（前年同期比69,8％

増）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４億３千８百万円等がありましたが、税金等

調整前四半期純損失４億６千万円を計上し、支出として仕入債務の減少１億７千万円、未払賞与の減少９千９

百万円、前受金の減少３千６百万円等があり、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増加した資金は、４千５百万円（前第１四半期連結累計

期間は３千１百万円の減少）となりました。これは定期預金の払戻による収入５千万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、３億１千５百万円（前年同期比712.1％

増）となりました。これは、主に、短期借入金の減少２億７千６百万円、配当による支払２千６百万円等があ

ったことによります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報



 前回（平成21年５月21日）発表致しました業績予想につきましては、平成21年８月14日に業績予想の修正を行って

おります。具体的な内容につきましては、平成21年８月14日付にて発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照願います。 

  

   該当事項はありません。 

  

  

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や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

ングに当該影響を加味して算出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。 

  

  

①損益計上区分等の変更 

 経営管理の視点から、より精緻な損益管理・原価管理を目的として、業務管理システムの導入を検討

し、一部の業務のプロセスを見直しました。 

 その結果、当社が提供しているサービスに係わる工数管理対象者・管理対象業務の範囲を見直し、従来

販売費及び一般管理費で処理していた営業・ソリューション部門のプロジェクト間接業務に係わる人件費

等をプロジェクトに対応させて原価処理することが、採算・損益管理をより適正に実施し、また、より適

正な期間損益の表示に資すると考えられることから、当第１四半期連結会計期間から売上原価として処理

することに変更いたしました。 

 これによる損益に与える影響は、売上原価は22,297千円増加し、売上総利益は同額減少、販売費及び一

般管理費は22,627千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は329千円減少しており

ます。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,383,004 2,111,994

受取手形及び売掛金 593,211 1,020,568

有価証券 71,083 26,091

研修材料 23,483 22,399

仕掛品 60,085 47,901

貯蔵品 7,425 6,313

繰延税金資産 6,183 1,287

その他 259,848 242,496

貸倒引当金 △28,170 △39,036

流動資産合計 2,376,152 3,440,014

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 137,881 139,340

機械装置及び運搬具（純額） 2,896 4,971

工具、器具及び備品（純額） 49,075 50,970

土地 60,725 60,725

リース資産（純額） 18,626 22,656

有形固定資産合計 269,203 278,662

無形固定資産   

のれん 54,462 57,665

ソフトウエア 154,483 148,143

リース資産 7,789 8,347

その他 5,368 5,456

無形固定資産合計 222,102 219,612

投資その他の資産   

投資有価証券 289,552 291,808

敷金及び保証金 249,964 248,046

その他 52,845 50,827

貸倒引当金 △9,387 △9,388

投資その他の資産合計 582,974 581,294

固定資産合計 1,074,279 1,079,567

資産合計 3,450,431 4,519,581

- 1 -



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 247,016 414,237

短期借入金 628,674 904,389

1年内返済予定の長期借入金 33,068 33,068

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 42,180

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 45,060 42,180

未払金 69,065 57,165

未払消費税等 3,877 16,573

リース債務 12,787 14,913

未払法人税等 9,477 24,635

未払賞与 － 99,307

賞与引当金 41,558 －

繰延税金負債 － 17

未払費用 229,889 205,829

前受金 196,780 237,155

その他 53,542 66,405

流動負債合計 1,570,793 2,115,873

固定負債   

長期借入金 42,131 50,398

リース債務 14,416 17,168

繰延税金負債 56,627 53,870

その他 3,092 4,494

固定負債合計 116,266 125,931

負債合計 1,687,059 2,241,804

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 425,686 930,955

自己株式 △119 △119

株主資本合計 1,601,057 2,106,326

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,336 △4,076

為替換算調整勘定 135,617 144,637

評価・換算差額等合計 132,281 140,561

新株予約権 11,658 9,484

少数株主持分 18,376 21,405

純資産合計 1,763,372 2,277,777

負債純資産合計 3,450,431 4,519,581
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（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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

売上高 1,244,898 765,082

売上原価 521,586 386,421

売上総利益 723,312 378,661

販売費及び一般管理費 1,033,109 839,411

営業損失（△） △309,797 △460,750

営業外収益   

受取利息 1,830 1,200

為替差益 16,800 13,787

雑収入 3,298 2,631

営業外収益合計 21,928 17,618

営業外費用   

支払利息 4,237 4,708

持分法による投資損失 1,178 4,342

雑損失 949 3,199

営業外費用合計 6,364 12,249

経常損失（△） △294,233 △455,381

特別利益   

過年度売上原価修正益 － 1,826

貸倒引当金戻入額 83 1,990

その他 － 292

特別利益合計 83 4,108

特別損失   

減損損失 755 －

原状回復費 － 9,123

特別損失合計 755 9,123

税金等調整前四半期純損失（△） △294,905 △460,396

法人税、住民税及び事業税 4,340 2,080

過年度法人税等 6,640 －

法人税等調整額 △1,772 2,113

少数株主利益又は少数株主損失（△） 653 △3,029

四半期純損失（△） △304,766 △457,334
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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）

前第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) 

当第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) 

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（△） △294,905 △460,396

減価償却費 27,606 38,034

減損損失 755 －

のれん償却額 － 3,203

貸倒引当金の増減額（△は減少） △753 △11,062

賞与引当金の増減額（△は減少） 60,020 41,558

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 △1,830 △1,200

支払利息 4,237 4,708

持分法による投資損益（△は益） 1,178 4,342

売上債権の増減額（△は増加） 465,872 438,453

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,525 △10,269

その他の資産の増減額（△は増加） △2,078 △19,051

仕入債務の増減額（△は減少） △223,219 △170,851

前受金の増減額（△は減少） △65,574 △36,486

未払金の増減額（△は減少） △10,417 △7,757

未払賞与の増減額（△は減少） △136,318 △99,237

その他の負債の増減額（△は減少） △5,085 △23,113

その他 △2,239 2,824

小計 △180,325 △306,300

利息及び配当金の受取額 1,798 952

利息の支払額 △4,817 △6,160

法人税等の支払額 △10,686 △18,096

営業活動によるキャッシュ・フロー △194,030 △329,604

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

投資有価証券の償還による収入 － 9,822

有形固定資産の取得による支出 △13,373 △3,733

有形固定資産の売却による収入 － 292

ソフトウエアの取得による支出 △21,132 △9,954

敷金及び保証金の差入による支出 － △1,768

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 1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,549 45,659
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（単位：千円）

前第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) 

当第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) 

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 △276,311

長期借入金の返済による支出 － △8,267

自己株式の取得による支出 △7 －

配当金の支払額 △47,936 △26,475

少数株主への配当金の支払額 △902 －

リース債務の返済による支出 － △4,878

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,707 △315,931

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,554 △24,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,732 △624,184

現金及び現金同等物の期首残高 2,112,543 1,691,994

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,863,811 1,067,808
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第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 

(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．事業区分の変更 

 従来「ＴＭ事業」として区分しておりました人材採用のためのアセスメントや社員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につきましては、当事業としての受注を獲得するに至らず、Ｈ

ＲＤ事業の一部として行うものとし平成21年４月１日をもってＨＲＤ事業と統合いたしました。そのため、

当第１四半期連結会計期間より「ＨＲＤ事業」「ＣＣ事業」の２事業区分に変更いたしました。 

 なお、この統合により、従来のＴＭ事業に係る労務費等の営業費用の区分把握が困難になりましたため当

該セグメント区分の変更による影響額につきましては、その記載を省略しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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）  △496  △152,613  △7,870  △160,979  △148,818  △309,797

  
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
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前第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） 

当第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 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
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） 
 △115,290  △15,970  △6,788  △12,210  △13,630  △163,888  △145,909  △309,797

  
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
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前第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） 

当第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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕

  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

  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

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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