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1.  平成23年5月期第3四半期の連結業績（平成22年5月21日～平成23年2月20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 ％

23年5月期第3四半期 2,684 △3.7 41 ― △51 ― △219 ―
22年5月期第3四半期 2,786 △19.5 △329 ― △403 ― △778 ―

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

23年5月期第3四半期 △0.91 ―
22年5月期第3四半期 △4.00 ―

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

23年5月期第3四半期 4,625 △271 △9.8 △1.89
22年5月期 4,584 △229 △5.1 △0.98

（参考） 自己資本   23年5月期第3四半期  △453百万円 22年5月期  △235百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年5月期 ― 0.00 ―
23年5月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年5月21日～平成23年5月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 3,293 △13.1 3 ― △116 ― △340 ― △1.41



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

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） 23年5月期3Q 240,305,720株 22年5月期  240,305,720株
② 期末自己株式数 23年5月期3Q  1,004株 22年5月期  1,004株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期3Q 240,304,716株 22年5月期3Q 194,515,594株
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（当連結会計年度に属する当四半期連結会計期間以前の期間に属する連結経営成績に関する定性情報については、

当該四半期決算短信を参照願います。） 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループは、前期より「事業の選択と集中」と「徹底したコスト削減」を重点経営課題とし、子会社の大

規模なリストラクチャリングによる経営資源の集中と、固定費を中心とした大胆なコストダウン策を進めてまい

りました。当第３四半期連結会計期間においても、不採算事業の整理及び子会社の売却を実施することにより、

コア事業への資源の集中投下を一段と強化しております。一方、車の販売・買取フランチャイズ事業において、

当第２四半期連結会計期間から続くエコカー補助金施策終了に伴う需要低下等の影響による売上げ低下等の要因

もあり、当第３四半期連結会計期間の売上高は 千円（前年同四半期比23.7%減）、営業損失は 千円

（前年同四半期営業利益 千円）、経常損失は 千円（前年同四半期経常損失 千円）、四半期純

損失は 千円（前年同四半期純損失 千円）となりました。  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

①マネジメントコンサルティング事業 

 当社グループの中核企業である㈱日本エル・シー・エーでは、住宅・不動産業界、自動車関連業界、その他店

舗ビジネス業界を中心に、「販売力強化コンサルティング」「組織力強化コンサルティング」を展開しておりま

す。当第３四半期連結会計期間においては、業界別セミナーに多数の企業からの参加をいただき、参加企業から

の受注が増加したことから、上半期に引き続き好調な受注実績を実現いたしました。この結果、同社のマネジメ

ントコンサルティング事業分野における業績は、売上高244,075千円、営業利益54,608千円となり、売上高では

前年同期比対比21.9％増の実績をあげております。 

 その他のグループ各社の業績を含めたセグメント全体の業績は、売上高255,313千円（前年同四半期比21.2%

増）、営業利益28,767千円（前年同四半期比21.1%増）となりました。 

  

②ビジネスパッケージ提供事業 

ビジネスパッケージ提供事業の主力として、車の販売・買取フランチャイズ事業「愛車広場カーリンク」を運

営する㈱カーリンクは、加盟店支援においては、カーディーラーや整備業と兼業する加盟店での兼業業種におけ

る既存顧客からの買取を強化し、教育研修による営業力向上を図ったことで業績が着実に改善し、加盟店の業績

は第２四半期に続き９ヶ月連続で前年対比増収増益を実現いたしました。しかしながら、第２四半期から続くエ

コカー補助金施策終了に伴う需要低下の余波に加え、良質中古車の市場流入減少により、直営店での収益が減少

し、新規加盟店の開拓の遅れから、フランチャイズ事業での売上も伸び悩む結果となりました。  

 財務コンサルティングパッケージを提供する㈱ＣＯＳＭＯでは、当第３四半期連結会計期間中にＭ＆Ａ案件の

成約を実現する等、順調な成長を実現いたしました。また、従来からのＭ＆Ａ支援、事業承継支援、財務系コン

サルティングに加え、人事系コンサルティング等の新たなコンサルティング商品・サービスの開発にも取り組ん

でおり、今後の受注拡大を目指すと共に、アジア地域（主に日本・韓国・中国）の「クロスボーダーＭ＆Ａ」事

業を新たな収益基盤として展開していく方針です。  

 顧客囲い込み戦略等の支援を行う㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋでは、外食業界に特化した商品としてリリースし

た顧客フォローシステム「グルメール」が、当第３四半期連結会計期間においても、引き続き安定して顧客数を

伸ばしております。また、センター管理型ギフトカードの国内 大手である㈱バリューデザイン社との業務提携

強化により、同社とともに展開しているバリューカードの受注が好調な進捗を見せており、今後も業容拡大を進

める方針です。 

 以上の結果、ビジネスパッケージ提供事業全体としては、売上高は443,206千円（前年同四半期比35.0%減）、

営業損失64,396千円（前年同四半期営業損失6,991千円）となりました。 

  

 ③海外戦略事業 

 海外戦略事業は、主に㈱日本エル・シー・エーが韓国向けに「知的生産性向上システム：ＤＩＰＳ（ディップ

ス）」を活用したコンサルティングを展開しており、当第３四半期連結会計期間においても、既存顧客からの高

いリピート率により堅調な業績を維持しております。一方、主に事業整理の影響から売上高が減少したものの、

コスト削減等により営業利益が改善いたしました。 

 以上から、海外戦略事業全体としては、売上高20,517千円（前年同四半期比58.7%減）、営業利益6,109千円

（前年同四半期営業損失2,827千円）となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

719,037 29,518

13,938 48,490 31,243

39,704 112,108
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ41,254千円増加し、 千円となりました。

これは主に受取手形及び売掛金49,411千円、無形固定資産9,264千円が増加し、商品が17,813千円が減少したこと

等によるものです。 

 当第３四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べ82,604千円増加し、 千円となりました。こ

れは主に未払費用130,192千円が増加し、短期借入金26,435千円、賞与引当金21,587千円が減少したこと等による

ものです。 

 当第３四半期末における純資産は、前連結会計年度に比べ41,350千円減少し、 千円となりました。こ

れは少数株主持分177,368千円及びその他有価証券評価差額金801千円が増加し、利益剰余金が219,520千円減少し

たことよるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績動向を踏まえ、平成22年12月28日に公表いたしました平成23年５月期（平成22年５月21日～平成23年

５月20日）の通期業績予想を修正いたします。 

 売上高、営業利益については、不採算事業の事業整理を実施したことに加え、東日本大震災の影響により、新規

顧客開拓の計画の見直しが必要な状況であることや、東北地方を中心とした一部ご支援先から、業務実施の一時的

な延期の要請を受けていること、更に車の販売・買取フランチャイズ事業「愛車広場カーリンク」を運営する㈱カ

ーリンクでは被災された加盟店からのロイヤリティ収入減が見込まれること等から、売上高 百万円、営業利

益で 百万円の計画の修正を行います。 

 経常利益については、過去の未払債務や税金等の支払いが遅れており、遅延損害金や延滞税等の追加の発生を見

込まざるを得ない状況を鑑み上記営業利益までの修正計画△146百万円に加え営業外損益 百万円の計画を修正

した結果経常利益 百万円の修正をしております。。  

 また、当期純利益については、第４四半期において事業内容の整理を検討しており、それによる特別損失の発生

等が見込まれるため、上記経常利益までの修正計画 百万円に加え特別損益で 百万円の計画を修正した結

果当期純利益 百万円の修正をしております。  

 以上の結果、通期連結業績は、売上高3,293百万円（前期比13.1%減）、 営業利益3百万円（前期営業損失329百

万円）、経常損失116百万円（前期経常損失502百万円）、当期純損失340百万円（前期当期純損失928百万円）とな

る見通しです。  

 なお、上記修正により、平成23年５月期末時点において株主資本 百万円の債務超過の計画となりますが、

期末までに第三者割当増資等の資本増強を検討・実施していくことで、債務超過を解消する方針です。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 一般債権の貸倒見積高の算定方法につきましては、当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年

度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等を

使用して算定する方法によっております。 

 （たな卸資産の評価方法） 

 四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

（固定資産の減価償却費の算出方法） 

 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きましては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算出する方法によっております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 法人税等の納付税額の算定につきましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して算定す

る方法によっております。  

 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一時差異等の発生・解消状況に一部変化

は認められるものの、その影響が限定的であるため、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・プランニングを利用する方法によっております。  

4,625,850

4,896,918

△271,068

△581

△146

△53

△199

△199 △161

△360

△574

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。これによる営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。  

（表示方法の変更） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、  

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ 

り、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社及び当社グループは、引き続き厳しい経営環境のなか、財務体質改善に向けて、収益性の向上とキャッシュ・

フローの改善にグループの総力をあげて取組んでまいりましたが、当第３四半期連結累計期間では、 千円の経

常損失、 千円の四半期純損失となっており、当第３四半期連結会計期間末において前連結会計年度末に引き

続き271,068千円の債務超過となっております。また、未払金も増加する中、各種税金の滞納に対して、税務当局か

ら当社グループ保有の重要な資産の差押も受けております。さらに、当社グループは、引き続き厳しい資金状況であ

り、延滞債務が増加し、それに伴う遅延損害金等も発生しておりますこと等から、延滞債務の繰り延べや大口債務の

債務免除依頼等を行っております。 

これらの事象により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

これらの状況の解消に向け、当社グループは、第三者割当増資や新株予約権の発行、発行済み新株予約権の権利行使

をして頂く等のファイナンスにより、必要な資金を調達し、早い段階で債務超過を解消することに 大限注力してお

ります。また、本業の面においては、平成22年８月18日の株主総会決議をもって経営陣を刷新した後、経営コンサル

ティング事業への原点回帰及びさらなる徹底したコストダウンを推進してきたことにより、収益力が向上し業績改善

が実現しております。安定した黒字化体質を実現すべく、引き続きマネジメント体制の革新を進めていく方針です。

その他、資産の差押に対しては、現在関係当局と差押解除に向け、滞納税金等の納付方法等について引き続き協議中

であり、今後適切に対応していく所存でございます。 

しかしながら、資金調達に関しては、第三者割当増資の時期等の変動や、新株予約権の行使価額や株価の変動によ

っては、資金計画の実現可能性に重要な不確実性があり、また、資産の差押解除についても関係当局との協議が終了

していないため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  

51,399

219,520
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３．四半期連結財務諸表 
（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23年２月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 110,490 77,134

受取手形及び売掛金 284,999 235,587

商品 47,010 64,823

貯蔵品 1,205 1,798

繰延税金資産 15,229 15,229

その他 267,561 216,831

貸倒引当金 △65,813 △35,716

流動資産合計 660,682 575,688

固定資産   

有形固定資産 26,265 21,679

無形固定資産   

その他 126,170 116,905

無形固定資産合計 126,170 116,905

投資その他の資産   

長期貸付金 740,804 730,617

長期未収入金 1,182,548 1,269,468

繰延税金資産 99,441 98,786

投資不動産（純額） 3,587,089 3,621,878

その他 107,924 158,174

貸倒引当金 △1,905,077 △2,008,603

投資その他の資産 3,812,731 3,870,322

固定資産合計 3,965,167 4,008,907

資産合計 4,625,850 4,584,595

負債の部   

流動負債   

買掛金 64,010 54,589

短期借入金 521,943 548,378

1年内償還予定の社債 － 356,900

未払金 1,952,950 1,857,851

未払費用 516,253 386,061

未払法人税等 361,068 376,829

賞与引当金 63,713 85,300

その他の引当金 366 37,456

その他 590,034 268,082

流動負債合計 4,070,341 3,971,449

固定負債   

長期未払金 688,845 721,917

役員退職慰労引当金 3,648 3,648

偶発損失引当金 99,646 61,579

その他の引当金 27,501 39,222

その他 6,936 16,497

固定負債合計 826,577 842,864

負債合計 4,896,918 4,814,314
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,629,530 5,629,530

資本剰余金 2,158,464 2,158,464

利益剰余金 △8,241,015 △8,021,494

自己株式 △943 △943

株主資本合計 △453,963 △234,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 91 △710

評価・換算差額等合計 91 △710

新株予約権 4,704 4,704

少数株主持分 178,099 731

純資産合計 △271,068 △229,718

負債純資産合計 4,625,850 4,584,595
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（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21年５月21日 
 至 平成22年２月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成23年２月20日) 

売上高 2,786,840 2,684,027

売上原価 1,568,106 1,610,989

売上総利益 1,218,734 1,073,037

販売費及び一般管理費 1,548,218 1,031,878

営業利益又は営業損失（△） △329,483 41,158

営業外収益   

投資不動産賃貸料 137,337 138,203

その他 10,751 5,925

営業外収益合計 148,088 144,128

営業外費用   

支払利息 52,399 58,558

不動産賃貸費用 50,154 52,223

延滞税等 52,028 93,554

その他 67,710 32,350

営業外費用合計 222,293 236,686

経常損失（△） △403,688 △51,399

特別利益   

前期損益修正益 27,445 －

関係会社株式売却益 22,325 37,836

貸倒引当金戻入額 － 65,245

その他 51,025 36,891

特別利益合計 100,795 139,973

特別損失   

投資有価証券売却損 － 31,622

事業整理損 116,267 31,748

偶発損失引当金繰入額 － 29,403

退職給付制度終了損 － 35,994

その他 286,737 85,339

特別損失合計 403,005 214,107

税金等調整前四半期純損失（△） △705,897 △125,533

法人税、住民税及び事業税 74,517 4,834

法人税等調整額 1,406 △655

法人税等合計 75,924 4,179

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △129,713

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,090 89,807

四半期純損失（△） △778,731 △219,520
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年11月21日 
 至 平成22年２月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年11月21日 
 至 平成23年２月20日) 

売上高 942,215 719,037

売上原価 479,709 421,756

売上総利益 462,506 297,280

販売費及び一般管理費 448,567 326,799

営業利益又は営業損失（△） 13,938 △29,518

営業外収益   

投資不動産賃貸料 40,186 46,254

その他 9,182 1,316

営業外収益合計 49,368 47,571

営業外費用   

支払利息 27,723 19,555

資金調達費用 31,852 －

不動産賃貸費用 － 17,533

延滞税等 19,748 22,696

その他 15,227 6,758

営業外費用合計 94,551 66,543

経常損失（△） △31,243 △48,490

特別利益   

前期損益修正益 21,400 －

貸倒引当金戻入額 － 44,158

関係会社株式売却益 － 30,170

その他 8,616 7,898

特別利益合計 30,016 82,228

特別損失   

固定資産処分損 － 5,358

事業整理損 64,294 8,631

貸倒引当金繰入額 △31,039 －

その他 50,867 14,667

特別損失合計 84,121 28,657

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△85,349 5,080

法人税、住民税及び事業税 26,078 2,583

法人税等調整額 681 －

法人税等合計 26,759 2,583

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,496

少数株主利益 － 42,201

四半期純損失（△） △112,108 △39,704
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当社及び当社グループは、引き続き厳しい経営環境のなか、財務体質改善に向けて、収益性の向上とキャッシュ・

フローの改善にグループの総力をあげて取組んでまいりましたが、当第３四半期連結累計期間では、 千円の経

常損失、 千円の四半期純損失となっており、当第３四半期連結会計期間末において前連結会計年度末に引き

続き271,068千円の債務超過となっております。また、未払金も増加する中、各種税金の滞納に対して、税務当局か

ら当社グループ保有の重要な資産の差押も受けております。さらに、当社グループは、引き続き厳しい資金状況であ

り、延滞債務が増加し、それに伴う遅延損害金等も発生しておりますこと等から、延滞債務の繰り延べや大口債務の

債務免除依頼等を行っております。 

これらの事象により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

これらの状況の解消に向け、当社グループは、第三者割当増資や新株予約権の発行、発行済み新株予約権の権利行使

をして頂く等のファイナンスにより、必要な資金を調達し、早い段階で債務超過を解消することに 大限注力してお

ります。また、本業の面においては、平成22年８月18日の株主総会決議をもって経営陣を刷新した後、経営コンサル

ティング事業への原点回帰及びさらなる徹底したコストダウンを推進してきたことにより、収益力が向上し業績改善

が実現しております。安定した黒字化体質を実現すべく、引き続きマネジメント体制の革新を進めていく方針です。

その他、資産の差押に対しては、現在関係当局と差押解除に向け、滞納税金等の納付方法等について引き続き協議中

であり、今後適切に対応していく所存でございます。 

しかしながら、資金調達に関しては、第三者割当増資の時期等の変動や、新株予約権の行使価額や株価の変動によ

っては、資金計画の実現可能性に重要な不確実性があり、また、資産の差押解除についても関係当局との協議が終了

していないため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を四半期連結財務諸表には反映しておりません 。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

51,399

219,520
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（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 

 当社グループは、主に商品・サービス別のセグメントから構成されており、「マネジメントコンサルテ

ィング事業」、「ビジネスパッケージ提供事業」及び「海外戦略事業」の３つを報告セグメントとしてお

ります。 

 各セグメントの内容は、以下のとおりであります。 

   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

   当第３四半期連結累計期間（自平成22年５月21日 至平成23年２月20日） 

（注）１．調整額 千円は、セグメント間取引の消去であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成22年11月21日 至平成23年２月20日） 

（注）１．調整額 千円は、セグメント間取引の消去であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。  

  

（４）セグメント情報

(1）マネジメントコンサルティング事業 … 企業経営全般及び各種事業部門の生産性向上支援事業 

(2）ビジネスパッケージ提供事業 … ＦＣビジネスとしての業態開発・展開及びＦＣ本部並

びに店舗運営等関連事業 

(3）海外戦略事業 … 上記２事業の中国・韓国等への海外展開 

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額(注)２ 

マネジメント

コンサルティ

ン グ 事 業 

ビ ジ ネ ス

パ ッ ケ ー ジ 
提 供 事 業 

海外戦略事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  851,484  1,772,541  60,001  2,684,027 －  2,684,027

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 6,007  776 －  6,783  (6,783) － 

計  857,491  1,773,317  60,001  2,690,810  (6,783)  2,684,027

セグメント利益（又は損失）  184,331  (146,845)  3,672  41,158 －  41,158

(6,783)

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額(注)２ 

マネジメント

コンサルティ

ン グ 事 業 

ビ ジ ネ ス

パ ッ ケ ー ジ 
提 供 事 業 

海外戦略事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  255,313  443,206  20,517  719,037 －  719,037

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 2,407  (1,716) －  691  (691) － 

計  257,720  441,490  20,517  719,728  (691)  719,037

セグメント利益（又は損失）  28,767  (64,396)  6,109  (29,518) －  (29,518)

(691)
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 該当事項はありません。  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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