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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 3,115 △28.8 △640 ― △691 ― △763 ―

21年3月期第3四半期 4,377 ― △262 ― △324 ― △379 ―

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3四半期 △159.25 ―

21年3月期第3四半期 △79.20 ―

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3四半期 3,668 1,504 40.2 307.42
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3四半期  1,473百万円 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  有  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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  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

通期 4,700 △24.9 △560 ― △620 ― △700 ― △146.03



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）  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。 

(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ありま
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 1社 （社名 ウィルソン・ラーニング コリア ）

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3四半期 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3四半期  151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3四半期 4,793,541株 21年3月期第3四半期 4,793,606株



(1) 概要 

 第３四半期累計期間は、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、受注が減少しました。 

 当第３四半期累計期間における連結業績は、売上高31億１千５百万円（前年同期比28.8％減）、営業損失６

億４千万円（前年同期比144.3％増）、経常損失６億９千１百万円（前年同期比112.7％増）となっておりま

す。また、当第３四半期累計期間の純損失は７億６千３百万円（前年同期比101.1％増）となりました。 

  

(2) ＨＲＤ事業 

1) 国内 

 国内のＨＲＤ事業は第２四半期の不調をリカバリするに至らず、受注は金融機関大手や化学業界（日用品

製造）大手顧客からの大型案件や医薬業界大手の顧客から継続大型案件や、日本企業の海外拠点（特に中

国）のスタッフ及びマネージャーの人材強化の案件が含まれていますが、前年同期比で減少しています。 

 また、拡販活動として、市場ニーズを反映して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）」は好評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ＳＣＭ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」、 強の営業組織となるための「営業組織診断（ＳＯＡ：セールスオーガニ

ゼーショナルアナリシス）」などの新商品開発を済ませ、マーケットへのプロモーション活動に入っており

ます。 

 これらの拡販活動に加え、Ｗｅｂｉｎａｒ（クラスルームで提供させていただいている研修プログラムを

インターネットで多数に配信するサービス）をスタートさせ、好評をいただいております。このように商品

面でもサービス面でも拡大を図っており、今後も拡大続行してまいります。 

 当第３四半期も厳しい状況が続いていますが、案件としては製薬業界、金融業界からの引き合いが出始め

ています。「ＳＣＭ（ステージチェンジマネージメント）」は新規顧客からの受注も拡大し、業績への貢献

が期待できるプロダクトになりつつあります。 

2) 海外 

 海外事業に関しましては、前四半期と同傾向が継続しており、中国事業だけが順調に拡大し、増収増益と

なりました。 

 米国の事業状況は前期と変わらぬ、不振状況が続いています。特に大手製薬会社による受注の延期または

取り消しが目立ち、減収減益となりました。 

 欧州は事業採算性回復のために、第三四半期の初めに組織の再構築とさらなる人員削減を実施し、企業体

質の強化に取り込んでまいりました。その結果、第一と第二四半期と比較し、売上高および利益とも小幅に

改善しましたが、前期比較でユーロ、ポンドの為替レートの大きな違いでの数値となっています。 

 中国は中国国内企業への人財開発コンサルティング・サービスが順調に拡大しており、売上高と利益が堅

調に推移しています。 

 アジア・パシフィック地区は事業回復の兆しを見せておりますが、受注が低迷し伸び悩みました。前年同

期に比べ、売上高・利益ともに減少しました。 

 この結果ＨＲＤ事業は、売上高22億２千６百万円(対前年同期比23.5％減)、営業損失２千５百万円(前年

同期は営業利益２億５千７百万円)となりました。 

 なお、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〕」に掲載のとおりで

あります。 

  

(3) ＣＣ事業 

 ＣＣ事業は、国内だけで構成されます。 

 ＣＣ事業の第２四半期累計期間までは、新卒採用を実施する企業に対する提案・受注活動が中心となってい

ましたが、第３四半期連結会計期間からは、引き続き受注活動を行うとともに、受注物の納品がピークを迎え

ました。 

 新卒人材の採用は企業業績の見通しと連動するため、不安定な経済環境を背景に、採用計画の早期確定に対

する企業の慎重な姿勢が垣間見られ、同時に各企業とも予算・経費の圧縮傾向と相まって受注活動は苦戦を強

いられました。 

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



 当初より、企業の採用数の抑制、厳選採用化傾向を予測して、増加する応募者の選考プロセス管理にポイン

トを置いた商品営業方針をとってまいりました関係で、ｅ２Ｒ(応募者管理システム)の受注に関しては苦戦は

したものの売上は前期比若干減の推移となりました。 

 一方主力の採用広報商品に関しては、集客重視から選別重視の企業姿勢が顕著に出たことによるプロモーシ

ョン予算の削減により、大型受注が大幅に減少しました。また企業の選考プロセスに照準を合わせた新商品の

投下を積極的に図ってまいりましたが当期業績に寄与するまでには至りませんでした。 

 この結果ＣＣ事業は、売上高８億８千９百万円(対前年同期比39.4％減)、営業損失２億５百万円(対前年同

期比396.8％増)となりました。  

  

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３四半期末における流動資産の残高は27億１千２百万円（前連結会計年度末は34億４千

万円）となり７億２千７百万円減少しました。これは主に現金・預金が６億２千５百万円、受取手形及び売

掛金が２億２千８百万円減少したこと及び仕掛品が８千６百万円増加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３四半期末における固定資産の残高は９億５千５百万円（前連結会計年度末は10億７千

９百万円）となり、１億２千４百万円減少しました。これは主に有形固定資産が４千２百万円、無形固定資

産が９百万円、投資有価証券が２千１百万円、敷金及び保証金が４千１百万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３四半期末における流動負債の残高は20億３千２百万円（前連結会計年度末は21億１千

５百万円）となり、８千３百万円減少しました。これは、主に未払金が３千２百万円、未払費用が１千５百

万円、前受金が１億７百万円、１年以内償還予定の転換社債が４千２百万円、未払賞与が９千９百万円減少

しましたが、短期借入金が２億９百万円増加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３四半期末における固定負債の残高は１億３千１百万円（前連結会計年度末は１億２千

５百万円）となり、５百万円増加いたしました。これはリース債務が２千５百万円増加しましたが、長期借

入金が２千４百万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３四半期末における純資産は15億４百万円（前連結会計年度末は22億７千７百万円）と

なり、７億７千３百万円減少しました。これは、主に四半期純損失を７億６千３百万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３四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、前連

結会計年度末に比べ２億７千６百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には、14億１千５百万円となり

ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四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、７億６百万円（対前年同期比188.7％

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額２億円等がありましたが、税金等調整前

四半期純損失７億４千９百万円を計上し、支出として、未払賞与の減少額９千９百万円、前受金の減少額９

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３四半期連結累計期間において投資活動の結果増加した資金は、３億２千万円（前年同期は１億３千

７百万円の減少）となりました。これは定期預金の払戻による収入４億２千６百万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３四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、１億３千８百万円（対前年同期比

181.0％増）となりました。これは、主に、短期借入金の純増加２億２千３百万円、配当金の支払額４千７百

万円等によるものです。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報



 業績予想につきましては、平成22年２月12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22年２月12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。  

  

 第３四半期連結会計期間より、ウィルソン・ラーニング コリア（韓国）は、新株発行により当社持分比率が

減少し持分法適用関連会社となったため、連結の範囲から除外しております。 

  

①簡便な会計処理 

繰延税金資産の回収可能性の判断 

 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。 

  

 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、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ております。 

 これによる損益に与える影響は、売上原価は82,805千円増加し、売上総利益は同額減少、販売費及び一般

管理費は85,090千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は2,285千円減少しており

ます。 

（追加情報）  

 賞与引当金の計上基準 

 前連結会計年度は、支給対象期間に対応して賞与支給額を算定し、流動負債に「未払賞与」として表示し

ておりましたが、支給額に占める業績連動の割合が大きくなり、適時に支給総額を算定することが困難にな

ったことから、より適正な表示とするため、第２四半期連結会計期間から「賞与引当金」として計上してお

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,486,518 2,111,994

受取手形及び売掛金 792,414 1,020,568

有価証券 16,239 26,091

研修材料 20,340 22,399

仕掛品 134,680 47,901

貯蔵品 6,466 6,313

繰延税金資産 4,527 1,287

その他 293,886 242,496

貸倒引当金 △42,252 △39,036

流動資産合計 2,712,818 3,440,014

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 123,212 139,340

機械装置及び運搬具（純額） 3,217 4,971

工具、器具及び備品（純額） 33,160 50,970

土地 60,725 60,725

リース資産（純額） 15,393 22,656

有形固定資産合計 235,707 278,662

無形固定資産   

のれん － 57,665

ソフトウエア 162,376 148,143

リース資産 41,938 8,347

その他 5,456 5,456

無形固定資産合計 209,770 219,612

投資その他の資産   

投資有価証券 270,280 291,808

敷金及び保証金 206,352 248,046

その他 40,035 50,827

貸倒引当金 △6,901 △9,388

投資その他の資産合計 509,766 581,294

固定資産合計 955,243 1,079,567

資産合計 3,668,061 4,519,581



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 413,771 414,237

短期借入金 1,113,747 904,389

1年内返済予定の長期借入金 33,068 33,068

1年内償還予定の転換社債 － 42,180

未払金 25,091 57,165

未払消費税等 1,297 16,573

未払法人税等 14,198 24,635

未払賞与 － 99,307

賞与引当金 24,108 －

リース債務 17,499 14,913

繰延税金負債 － 17

未払費用 221,313 205,829

前受金 130,133 237,155

その他 37,871 66,405

流動負債合計 2,032,096 2,115,873

固定負債   

長期借入金 25,597 50,398

リース債務 42,862 17,168

繰延税金負債 61,746 53,870

その他 1,214 4,494

固定負債合計 131,419 125,931

負債合計 2,163,515 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 149,010 930,955

自己株式 △124 △119

株主資本合計 1,324,376 2,106,326

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,890 △4,076

為替換算調整勘定 151,131 144,637

評価・換算差額等合計 149,241 140,561

新株予約権 11,658 9,484

少数株主持分 19,271 21,405

純資産合計 1,504,546 2,277,777

負債純資産合計 3,668,061 4,519,581



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,377,282 3,115,456

売上原価 1,871,684 1,474,152

売上総利益 2,505,598 1,641,304

販売費及び一般管理費 2,767,602 2,281,358

営業損失（△） △262,004 △640,054

営業外収益   

受取利息 6,089 2,810

受取配当金 1,000 1,045

賃貸料収入 － 4,884

雑収入 4,880 4,697

営業外収益合計 11,969 13,436

営業外費用   

支払利息 14,755 18,557

為替差損 44,875 4,253

持分法による投資損失 4,396 13,609

投資事業組合運用損 7,039 16,781

賃貸収入原価 － 4,884

雑損失 3,815 6,546

営業外費用合計 74,880 64,630

経常損失（△） △324,915 △691,248

特別利益   

固定資産売却益 265 －

過年度売上原価修正益 － 4,521

貸倒引当金戻入額 22 4,244

受取和解金 － 12,000

持分変動利益 － 12,384

その他 － 4,350

特別利益合計 287 37,499

特別損失   

固定資産除却損 － 6,888

減損損失 1,043 41,715

原状回復費 － 22,573

投資有価証券評価損 4,052 －

在外子会社リストラクチャリング費用 － 22,696

その他 － 2,321

特別損失合計 5,095 96,193

税金等調整前四半期純損失（△） △329,723 △749,942

法人税、住民税及び事業税 17,002 9,253

過年度法人税等 5,680 －

法人税等還付税額 △2,955 －

法人税等調整額 26,536 6,329

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,680 △2,134

四半期純損失（△） △379,666 △763,390



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △329,723 △749,942

減価償却費 72,693 114,783

減損損失 1,043 41,715

のれん償却額 2,541 7,495

貸倒引当金の増減額（△は減少） 911 1,253

賞与引当金の増減額（△は減少） 103,223 24,108

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 △7,089 △3,855

支払利息 14,755 18,557

持分法による投資損益（△は益） 4,396 13,609

投資事業組合運用損益（△は益） 7,039 16,781

固定資産売却損益（△は益） △265 －

固定資産除却損 － 6,888

投資有価証券評価損益（△は益） 4,052 －

和解金 － △12,000

売上債権の増減額（△は増加） 114,029 200,810

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,322 △71,436

その他の資産の増減額（△は増加） △5,144 △46,061

仕入債務の増減額（△は減少） 69,788 921

前受金の増減額（△は減少） △114,760 △96,245

未払金の増減額（△は減少） 1,083 △31,645

未払賞与の増減額（△は減少） △127,241 △99,211

その他の負債の増減額（△は減少） △11,265 △23,940

その他 6,025 2,674

小計 △237,331 △684,741

利息及び配当金の受取額 6,993 3,836

利息の支払額 △15,449 △21,823

法人税等の支払額 △23,026 △18,180

法人税等の還付額 24,200 2,791

和解金の受取額 － 12,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △244,613 △706,117



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 － △26,450

定期預金の払戻による収入 － 426,450

担保預金の預入による支出 － △50,882

投資有価証券の償還による収入 － 9,822

投資事業組合分配金による収入 4,000 2,500

有形固定資産の取得による支出 △27,061 △5,680

有形固定資産の売却による収入 451 1,006

ソフトウエアの取得による支出 △47,136 △69,768

子会社株式の取得による支出 △69,315 －

敷金及び保証金の差入による支出 △2,116 △5,348

敷金及び保証金の回収による収入 3,221 38,328

貸付けによる支出 △1,000 △900

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 △137,956 320,078

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） 6,465 223,969

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △8,267 △24,801

リース債務の返済による支出 － △12,545

自己株式の取得による支出 △7 △5

配当金の支払額 △47,936 △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 49,353 138,682

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,832 △29,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △361,048 △276,358

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 1,751,495 1,415,636



 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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、

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  2,910,671  1,466,611  －  4,377,282  －  4,377,282

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

  計  2,910,671  1,466,611  －  4,377,282  －  4,377,282

  営業利益（△損失）  257,091  △41,468  △24,805  190,818  △452,822  △262,004

  
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  2,226,416  889,040  3,115,456  －  3,115,456

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

  計  2,226,416  889,040  3,115,456  －  3,115,456

  営業利益（△損失）  △25,072  △205,995  △231,067  △408,987  △640,054



前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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、フランス他 

(3）アジア・パシフィック……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 

 2,832,770  952,457  246,407  128,389  217,259  4,377,282  －  4,377,282

(2）

 

 

セグメント

間の内部売

上高 

 183,828  214,424  28,156  5,947  5,824  438,179  △438,179  －

  計  3,016,598  1,166,881  274,563  134,336  223,083  4,815,461  △438,179  4,377,282

  
営業利益

（△損失） 
 201,997  △16,125  △11,610  △7,966  28,656  194,952  △456,956  △262,004

  
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 

 1,932,422  729,533  131,198  160,536  161,767  3,115,456  －  3,115,456

(2）

 

 

セグメント

間の内部売

上高 

 123,995  173,394  8,161  5,878  1,919  313,347  △313,347  －

  計  2,056,417  930,455  139,359  166,414  163,686  3,428,803  △313,347  3,115,456

  
営業利益

（△損失） 
 △73,390  △27,528  △74,650  2,642  △61,119  △234,045  △406,009  △640,054



前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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、フランス他 

(3）アジア・パシフィック……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・パシフ
ィック 

計

Ⅰ 海外売上高（千円）  946,905  239,428  128,910  238,735  1,553,978

Ⅱ 連結売上高（千円）                          4,377,282

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 21.6  5.5  2.9  5.5  35.5

  北米 欧州 中国
アジア・パシフ
ィック 

計

Ⅰ 海外売上高（千円）  736,691  113,855  160,536  175,408  1,186,490

Ⅱ 連結売上高（千円）                          3,115,456

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 23.6  3.7  5.2  5.6  38.1

（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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