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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 3,138 △33.0 △389 ― △456 ― △364 ―
22年3月期 4,680 △25.2 △472 ― △543 ― △781 ―

（注）包括利益 23年3月期 △387百万円 （―％） 22年3月期 △743百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △75.96 ― △28.8 △15.4 △12.4
22年3月期 △162.96 ― △42.2 △13.0 △10.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △3百万円 22年3月期  △15百万円

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3月期 2,104 1,093 51.1 224.17
22年3月期 3,821 1,485 38.1 303.75

（参考） 自己資本   23年3月期  1,074百万円 22年3月期  1,456百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 △309 144 △1,010 478
22年3月期 △498 271 207 1,662

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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(累計) 1,410 △13.9 △45 ― △60 ― △62 ― △12.93
通期 3,080 △1.8 70 ― 40 ― 32 ― 6.68



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期 4,793,680 株 22年3月期 4,793,680 株
② 期末自己株式数 23年3月期 230 株 22年3月期 151 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 4,793,460 株 22年3月期 4,793,538 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 1,719 △46.6 △473 ― △524 ― △419 ―
22年3月期 3,218 △26.4 △268 ― △270 ― △738 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 △87.46 ―
22年3月期 △154.09 ―

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3月期 1,573 832 52.6 172.64
22年3月期 3,233 1,251 38.5 259.63

（参考） 自己資本 23年3月期  827百万円 22年3月期  1,244百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 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、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。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 680 △26.9 △45 ― △47 ― △9.81
通期 1,570 △8.7 21 ― 17 ― 3.55
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１. 経営成績に関する分析  

（１）当期の経営成績 

①業績の概要 

 当第２四半期連結会計期間に於いて、ＣＣ事業部門（Ｃａｒｅｅｒ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ-採用関連

事業）を事業譲渡し、それに伴う本社移転と売上構成の変化及び利益への貢献が当第４四半期で顕著に表れまし

た。 

 ＨＲＤ事業（Ｈｕｍａｎ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ-人材開発関連事業）に経営資源を集

中したことにより、先行して経営合理化を行った海外事業は、米国、欧州をはじめアジアパシフィック全子会社

が黒字に転換しました。 

 国内事業もＨＲＤ事業集中化が実り、第４四半期には利益を計上しましたが、通期では上半期の全社経費負担

が重く、営業損失となりました。 

 世界経済は回復の方向にあり、当社のグローバル展開の実績、人材育成テクノロジーへの評価が業績に反映し

始めておりますが、人材育成サービス分野への投資は依然として厳しいものがあります。  

  この結果、連結売上高は31億３千８百万円（対前連結会計年度比33.0％減）、営業損失３億８千９百万円（前

連結会計年度比17.4％減）、経常損失４億５千６百万円（対前連結会計年度比16.0％減）、当期純損失３億６千

４百万円（対前連結会計年度比53.4％減）となりました。 

  

②セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（イ）国内 ＨＲＤ事業 

 当連結会計年度のＨＲＤ事業は、上期に金融業界からの大口受注もあり順調に推移すると思われました

が、３月の東日本大震災の影響もあり、売上は前年並み、受注は若干上回る程度となりました。 

 金融業界からは国内の大口受注とともに海外ビジネスの拡大に向けた現地採用者へのオリエンテーション

プログラムや営業力強化案件を受注いたしました。 

 ＩＴ業界では、下期になって一部の外資系ＩＴ企業の人材育成に動きが見られました。 

 ｉＣＴ(「Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ＆ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の略で情報

通信技術を指します)ソリューション分野では、プラットフォームサービスをご利用中のお客様の継続契

約・売上については引き続き順調に推移しておりますが、新規のお客様の開拓及びコンテンツ等の開発サー

ビスの新規受注が停滞し、昨年実績を下回る結果となりました。  

 この結果、売上高15億３千９百万円（対前連結会計年度比2.7％減）、営業損失１億８百万円（前連結会

計年度は営業利益７百万円）となりました。 

（ロ）国内 ＣＣ事業 

 ＣＣ事業を平成22年９月１日に事業譲渡いたしました。 

この結果、売上高２億１千６百万円、営業損失３億７千５百万円となりました。 

（ハ）北米 

 米国では、緩やかな景気拡大が続いているものの、非製造業サービスセクターにおいては未だに不透明感

が残っております。米国企業の人材育成投資は減少傾向が続いておりましたが、下期は底打ちの兆しが見ら

れました。前連結会計年度に実施した人員・コスト削減が営業利益の大幅改善に結びつきましたが、受注高

は伸び悩みました。 

 この結果、売上高10億８千７百万円（対前連結会計年度比8.1％減）、営業利益２千６百万円（前連結会

計年度は営業損失６千４百万円）となりました。 

（ニ）欧州 

 欧州経済は、リーマンショックに続くギリシャ危機の影響下、依然として厳しい環境が続いております。

しかしながら、前連結会計年度で取り組んだ抜本的な組織再構築と人員削減に加え、特定大口顧客に絞り込

んだ営業戦略が功を奏し、大幅増収・黒字転換を達成いたしました。欧州のみならず、北米・アジアへの展

開に結びつくグローバル案件の成約、伸長もあり増収基調が続いております。 

 この結果、売上高３億４千２百万円（対前連結会計年度比58.5％増）、営業利益は２千８百万円（前連結

会計年度は営業損失７千万円）となりました。 

１．経営成績



（ホ）中国 

 欧米のグローバル企業からの人材育成案件を中心に現地企業、日系企業からの受注に注力しましたが、人

員減もあり、十分な成果をあげることはできませんでした。 

 この結果、売上高２億２千万円（対前連結会計年度比4.6％減）、営業利益２千万円（対前連結会計年度

比176.7％増）となりました。 

（ヘ）アジア・パシフィック 

 オーストラリア、インド等、アジア・パシフィック市場は堅調に推移いたしました。人員削減と採算性を

重視したことから売上高は減少したものの、営業利益は黒字転換いたしました。 

 この結果、売上高１億３千７百万円（対前連結会計年度比25.6％減）、営業利益１千５百万円（前連結会

計年度は営業損失７千１百万円）となりました。 

  

（２）次期の見通し 

①業績の概要 

 当連結会計年度でＣＣ事業部門を分離・売却した結果、次期連結会計年度は、すべての営業資産を国内外のＨ

ＲＤ事業に集中いたします。 

 国内組織を、グローバル営業本部、ＨＲＤソリューション本部、ｉＣＴソリューション本部、グローバルコー

ポレート本部の四本部制としました。更にグローバル営業本部を営業１部から営業６部、大阪営業部、東海営業

部の計８営業部に細分化し、より機動的に案件に対処出来るようにいたしました。また、マーケティング部を設

置し、能動的に新規のマーケットを開拓していく他、海外法人の統括として米国在住の取締役Thomas Rothをグ

ローバル・マーケティング統括、Ｒ＆Ｄソリューション統括に任じ、グローバル企業の世界戦略の中で人事・教

育戦略を担える体制を整えました。 

 しかしながら、次期連結会計年度における世界経済は、中国はじめ一部で堅調とみられる国々もある反面、当

社の主力マーケットである日米欧についてはまだまだ厳しい状況が続くものと予想されます。 

 特に国内では、東日本大震災の余波により、経済面でも相当の期間、混乱が続くものとみられます。 

 こうした状況の中ではありますが、今回の大震災で「生産拠点集中のリスク」がクローズアップされたことか

ら、日本企業が海外拠点の強化・新設、グローバル化を一段と進める傾向が出てまいりました。また、従業員の

移動を必要としないインターネットを利用した研修につきましても、移動のリスク回避とコスト削減の観点から

注目を集めております。 

 いずれも当社がかねてより推進しておりますグローバル・オペレーションとｉＣＴソリューション（インター

ネットを活用したソリューション）の活用で 適な提案が可能です。 

 また海外でも、中国・インドはじめマーケットが拡大している国々に対し、米欧のグローバル企業からの投資

意欲は引き続き旺盛と予想されます。米欧の本社からこれらの国々へのアプローチ戦略の中で、当社は人財戦略

の一翼を積極的に担って参ります。 

②セグメントの業績見通しは次の通りであります。 

（イ）国内 ＨＲＤ事業 

 東日本大震災の余波で、景気の下押し圧力が強い中、企業のグローバル化・効率化に対応し、大口顧客を中

心に営業組織とソリューション組織の連携を密にして営業展開を図ります。また、マーケティング部が中心と

なって、新規顧客の開拓と知名度の向上を図ります。引き続き、コスト削減にも尽力して参ります。 

（ロ）北米 

 一昨年来の営業体制の再構築による受注ポテンシャルの拡大と大口顧客の深耕及び代理店ビジネスへ引き続

き注力して参りますが、環境は依然として厳しいものと予想されます。次期連結会計年度についても、引き続

き米国本社のグローバル企業に対する積極的アプローチにより、当社のグローバル・ネットワークを生かした

案件の捕捉に努めて参ります。 

（ハ）欧州 

 医薬、食品、自動車、金融などのグローバル企業本社が集中している重要地域であることから、グローバ

ル・オペレーションの強みを活かしたビジネス提案を引き続き提供して参ります。昨年度大幅増収となったフ

ランスに続き、ドイツでの営業活動を活発化させる所存です。 

（ニ）中国 

 欧米グローバル企業からのセミナー中心の案件基盤を更に強化し、日系企業への営業開拓にも注力して参り

ます。 



（ホ）アジア・パシフィック 

 欧米グローバル企業が主な顧客であり、顧客の本社を担当している各国ウィルソン・ラーニングと連携を取

り、グローバルな観点からのビジネス拡大を目指します。インドにおいては米国及び日本からのサポートを強

化し、マーケットにおける認知度の向上、現地要員の育成を徹底します。 

（ヘ）ソリューション 

 顧客のビジネス課題を解決するためにソリューションサービスの領域、サービス内容を再定義し、提供サー

ビスの充実を図ります。 

 ソリューションの提供領域をセールス、リーダーシップ、インディビジュアル、グローバルの4領域とし、

サービス内容は各領域に対し標準トレーニングプログラム、顧客仕様カスタマイズサービス、パートナートレ

ーニングプログラム（外部契約ベンダーのトレーニングプログラム）コンピテンシー&メジャーメントサービ

ス（コンピテンシー診断や顧客満足度調査などの各種調査サービス）、ｉＣＴソリューションサービスとし、

領域とサービス内容をマトリックスで捉えます。 

 特にⅰＣＴサービスの人材育成面での活用は企業のグローバル化に必須であり、また国内においても大震災

の影響もあり今後活用が拡がると考えます。学習コンテンツのマイクロモジュール化（学習の単位を数分のモ

ジュールにする）とともにⅰＣＴサービス基盤となりつつあるプラットフォームサービスの合理化、拡張、な

らびに、Ｗｅｂｃａｓｔ（インターネット経由での一斉配信）システムやモバイル技術などを含む新技術の活

用によって、統合した付加価値と継続性の高いビジネスを推進・開発して参ります。 

  

２. 財政状態に関する分析 

（１）財政状況の分析 

①（流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、12億２千４百万円（前連結会計年度末は28億６百万円）とな

り、15億８千２百万円減少しました。これは、主に現金及び預金の減少11億８千３百万円、受取手形及び売掛金

の減少３億２千９百万円があったことによるものです。 

②(固定資産） 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は、８億７千９百万円（前連結会計年度末は10億１千５百万円）と

なり、１億３千５百万円減少しました。これは、主にソフトウェアの減少９千２百万円、敷金及び保証金の減少

７千８百万円があったことによるものです。 

③(流動負債） 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は、７億７千６百万円（前連結会計年度末は21億１千万円）とな

り、13億３千３百万円減少しました。これは、主に短期借入金の減少９億３千万円、買掛金の減少２億４千５百

万円、前受金の減少７千６百万円、本社移転損失引当金の減少５千５百万円があったことによるものです。 

④(固定負債） 

 当連結会計年度末における固定負債の残高は、２億３千４百万円（前連結会計年度末は２億２千５百万円）と

なり、８百万円増加しました。これは、増加要因として、資産除去債務の増加４千８百万円、繰延税金負債の増

加２千２百万円がありましたが、減少要因として、長期借入金の減少５千５百万円あったことによるものです。

⑤（純資産） 

 当連結会計年度末における純資産の残高は、10億９千３百万円（前連結会計年度末は14億８千５百万円）とな

り、３億９千２百万円減少しました。これは、主に当期純損失の計上により利益剰余金が３億６千４百万円減少

したことによるものです。 

  

（２）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度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、事業譲渡による収入、敷金及び保証金の回収による収入がありましたが、支出として税金等調整前当期純

損失の計上のほか、短期借入金の純減額、仕入債務の減少があり、前連結会計年度末に比べ11億８千３百万円減

少し、当連結会計年度末には、４億７千８百万円となりました。 



（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度において営業活動の結果減少した資金は、３億９百万円（対前連結会計年度比37.9％減）とな

りました。この主な理由は、減価償却費９千５百万円、減損損失６千８百万円を計上し、収入として売上債権の

減少３億４百万円等がありましたが、税金等調整前当期純損失３億３千６百万円、事業譲渡益１億８千４百万円

を計上し、支出として仕入債務の減少２億３千８百万円、本社移転損失引当金の減少５千５百万円等があり、支

出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） 

 当連結会計年度において投資活動の結果増加した資金は、１億４千４百万円（対前連結会計年度比46.7％減）

となりました。この主な理由は、事業譲渡による収入１億６千３百万円、敷金及び保証金の回収による収入１億

６千４百万円等がありましたが、支出として敷金及び保証金の差入による支出８千９百万円、有形固定資産の取

得による支出４千４百万円、資産除去債務の履行による支出４千５百万円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） 

 当連結会計年度において財務活動の結果減少した資金は、10億１千万円（前連結会計年度は２億７百万円の増

加）となりました。この主な理由は、支出として短期借入金の純減額９億３千万円、長期借入金の返済による支

出６千１百万円等があったことによるものです。 

  

３．利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、長期にわたり安定した財務基盤の確保を図るとともに、収益力の向上に努め、安定した配当を継続し

て実施することを基本方針としております。一方、急速に高度化する市場のニーズに応えるために、人材開発プ

ログラムの開発やｅビジネスエンジンの開発など、継続投資が不可欠な事業であることに鑑み、今後とも、内部

留保資金と期間収益による投資原資の確保と的確な投資活動が必要であると判断しております。 

 株主配当について、変化の激しい環境のもとで業績の進展と内部留保の充実などを勘案して、中間配当と期末

配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末

配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 また、当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を

定款に定めております。 

 当事業年度の剰余金の配当につきましては、連結業績の当期純損失が３億６千４百万円となったことから、無

配とさせていただくことにしました。 

 次事業年度につきましては、業績の回復及び内部留保の充実を図るため、無配とさせていただく予定です。 

  

４．継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、前々連結会計年度は７千５百万円、前連結会計年度に４億７千２百万円の営業損失を計上し

ております。また、当連結会計年度は３億８千９百万円の営業損失を計上しております。これは、前々連結会計

年度の下期から顕著となった経済状況悪化の影響の為、売上高が減少したことが大きく影響しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる状況が存在しております。 

 当社は、下記の経営改善策を実施することで収益構造を改善し、当該事象の解消に向けて取り組んでおりま

す。 

 ・内製化による外注費の削減。 

 ・ＨＲＤ事業において、営業組織とソリューション組織の連携を更に強化することによる大口顧客への営業展

開。 

 ・ＣＣ事業を平成22年９月１日付で株式会社ワークス・ジャパンへ事業譲渡したことにより、経営資源をＨＲ

Ｄ事業とそのグローバル展開に集中し、より筋肉質な組織の構築。 

 ・資金繰安定のためＣＣ事業譲渡後の新中期計画を策定し、取引金融機関の理解を得ております。 

 ・銀行借入れを定期預金と相殺することにより、利息の負担軽減を図りました。 

  今後は、経営改善策を実行することで、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断し

ております。 

  



（１）会社の経営の基本方針  

①世界共通の企業Mission 

 「人や組織がそのもてる力を 大限に発揮できるように手伝いします」 

（Helping people and Organizations become as much as they can be through Performance with 

Fulfillment) 

②世界共通の経営Vision 

 「お客様のビジネス戦略遂行に価値をもたらすＨＰＩソリューションの、世界的規模での提供者として認知さ

れる」  

 （To be recognized as a Global Provider of Human Performance Improvement solutions that brings

value in executing clients business strategy）  

③世界共通の基本戦略  

 「Momentum on Globalization」「Focus on Customers' Issue」 「Technology Driven」 

 グローバル展開をより一層拡大、充実化をはかると共に、変化する顧客の要求に確実に対応いたします。人間

工学、産業心理学を基にしたテクノロジーに加え、ｉＣＴ技術を充実いたします。      

（２）目標とする経営指標  

①営業活動に於けるパイプライン・マネージメント 

 世界的にパイプライン・マネージメントを統一し、情報を共有化することによりマーケットのグローバル化に

対応いたします。  

②キャッシュフロー・マネージメント 

 海外子会社を含めグローバルにキャッシュを効率的に運用する為、キャッシュフロー管理を徹底しておりま

す。  

③プロジェクト原価管理  

  営業がソリューション型、プロジェクト型に大きく変化し、顧客ごとのカスタマイズ案件も増加しているた

め、プロジェクト毎の原価・利益管理を徹底しております。  

（３）中長期的な会社の経営管理 

 世界的経済危機の状況もと、日本、海外とも引き続き厳しい経済環境が予想されます。このような状況下、今期

は利益の出る経営体質への改善と同時に、今後の経済回復時に備えた成長への諸施策を実施します。具体的な重点

施策は次のとおりです。  

①グローバル・ソリューション 

 人材開発市場のグローバル化は確実に拡大しております。当社の経営戦略とも合致しており、グローバル・マ

ーケティング部門を強化するとともに、研究開発部門も強化いたします。  

②日米共同経営体制 

 グローバル・オペレーション、研究開発は米国より行い、事業経営は日本より行う体制をとり、グローバル化

に拍車をかけます。  

③生産性向上のための業務改革の推進  

 厳しい経済環境の下、適切な原価管理・経費管理は必須であり、前期導入しました新業務管理システムの適切

な運用と共に全体コストの見直し、不採算商品/サービスの洗い出し、プロセス標準化を進め利益の出る経営体

質に改善していきます。  

（４）会社の対処すべき課題  

①内部統制体制の安定的稼動 

 内部統制体制の安定的稼動を目指します。 

②新業務管理システムの運用 

 前々期に導入いたしました新業務管理システムによる適切な営業プロセスの管理と原価管理の可視化を図りま

す。 

③人事戦略の推進 

 人事制度の運用定着化を図るとともに、社内人材育成体制を強化します。 

  

２．経営方針



３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,731,905 548,351

受取手形及び売掛金 924,225 594,650

有価証券 16,243 －

たな卸資産 71,513 27,847

繰延税金資産 3,272 －

その他 94,278 85,050

貸倒引当金 △34,868 △31,406

流動資産合計 2,806,568 1,224,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 224,506 231,024

減価償却累計額及び減損損失累計額 △117,722 △63,162

建物及び構築物（純額） 106,784 167,862

機械装置及び運搬具 105,468 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 △102,908 －

機械装置及び運搬具（純額） 2,560 －

工具、器具及び備品 241,771 188,954

減価償却累計額及び減損損失累計額 △222,756 △179,096

工具、器具及び備品（純額） 19,015 9,858

土地 60,725 60,725

リース資産 44,618 58,640

減価償却累計額及び減損損失累計額 △33,530 △35,286

リース資産（純額） 11,087 23,354

有形固定資産合計 200,172 261,799

無形固定資産   

ソフトウエア 119,746 27,706

リース資産 45,180 34,150

その他 5,451 863

無形固定資産合計 170,378 62,719

投資その他の資産   

投資有価証券 258,909 236,397

敷金及び保証金 202,508 124,316

長期前払費用 － 172,892

その他 194,263 28,598

貸倒引当金 △10,901 △6,800

投資その他の資産合計 644,779 555,403

固定資産合計 1,015,329 879,921

資産合計 3,821,897 2,104,413



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 392,004 146,276

短期借入金 1,113,901 183,068

1年内返済予定の長期借入金 61,868 55,730

未払金 31,574 26,394

未払消費税等 5,245 12,903

リース債務 17,748 17,722

未払法人税等 7,470 6,118

賞与引当金 17,628 28,819

本社移転損失引当金 55,319 －

未払費用 168,084 157,396

前受金 193,005 116,665

その他 46,275 25,496

流動負債合計 2,110,121 776,587

固定負債   

長期借入金 88,530 32,800

リース債務 46,373 44,666

繰延税金負債 65,218 87,864

退職給付引当金 2,047 4,114

資産除去債務 － 48,292

その他 23,642 16,823

固定負債合計 225,810 234,559

負債合計 2,335,931 1,011,146

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 131,244 △232,882

自己株式 △124 △136

株主資本合計 1,306,610 942,471

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,011 △761

為替換算調整勘定 152,447 132,834

その他の包括利益累計額合計 149,436 132,073

新株予約権 9,318 4,620

少数株主持分 20,602 14,103

純資産合計 1,485,966 1,093,267

負債純資産合計 3,821,897 2,104,413



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 4,680,592 3,138,164

売上原価 2,240,147 1,316,087

売上総利益 2,440,445 1,822,077

販売費及び一般管理費 2,912,780 2,212,071

営業損失（△） △472,335 △389,994

営業外収益   

受取利息 3,433 2,159

受取配当金 999 1,000

受取使用料 － 7,000

受取手数料 － 4,333

賃貸料収入 6,435 7,069

雑収入 4,910 3,011

営業外収益合計 15,777 24,572

営業外費用   

支払利息 24,190 19,458

持分法による投資損失 15,271 3,429

投資事業組合運用損 27,405 13,429

減価償却費 － 13,803

賃貸収入原価 6,435 7,069

為替差損 － 27,104

雑損失 13,941 7,205

営業外費用合計 87,243 91,498

経常損失（△） △543,801 △456,920

特別利益   

固定資産売却益 355 276

貸倒引当金戻入額 1,834 4,748

受取和解金 12,000 －

新株予約権戻入益 2,340 4,117

事業譲渡益 － 184,674

大量退職に伴う退職給付債務戻入益 － 18,554

持分変動利益 12,384 －

資産除去債務戻入益 － 4,223

その他 7,016 18,239

特別利益 35,929 234,831

特別損失   

固定資産除却損 6,888 773

固定資産売却損 128 －

投資有価証券評価損 728 －

減損損失 110,868 68,392

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,068

特別退職金 － 22,050

原状回復費 22,202 －

ソフトウェア臨時償却費 26,336 －

在外子会社リストラクチャリング費用 38,900 －

本社移転損失引当金繰入額 51,059 －

その他 853 7,199

特別損失合計 257,964 114,483



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

税金等調整前当期純損失（△） △765,836 △336,572

法人税、住民税及び事業税 6,210 13,120

法人税等還付税額 △1,104 △3,838

法人税等調整額 11,017 24,771

法人税等合計 16,123 34,053

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △370,625

少数株主損失（△） △803 △6,499

当期純損失（△） △781,156 △364,126



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △370,625

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 2,250

為替換算調整勘定 － △20,371

持分法適用会社に対する持分相当額 － 758

その他の包括利益合計 － △17,363

包括利益 － △387,988

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △381,489

少数株主に係る包括利益 － △6,499



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 670,368 670,368

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 670,368 670,368

資本剰余金   

前期末残高 505,122 505,122

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 505,122 505,122

利益剰余金   

前期末残高 930,955 131,244

当期変動額   

剰余金の配当 △47,935 －

連結範囲の変動 29,380 －

当期純損失（△） △781,156 △364,126

当期変動額合計 △799,712 △364,126

当期末残高 131,244 △232,882

自己株式   

前期末残高 △119 △124

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △11

当期変動額合計 △5 △11

当期末残高 △124 △136

株主資本合計   

前期末残高 2,106,326 1,306,610

当期変動額   

剰余金の配当 △47,935 －

連結範囲の変動 29,380 －

当期純損失（△） △781,156 △364,126

自己株式の取得 △5 △11

当期変動額合計 △799,717 △364,138

当期末残高 1,306,610 942,471



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △4,076 △3,011

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,065 2,250

当期変動額合計 1,065 2,250

当期末残高 △3,011 △761

為替換算調整勘定   

前期末残高 144,637 152,447

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,810 △19,613

当期変動額合計 7,810 △19,613

当期末残高 152,447 132,834

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 140,561 149,436

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,875 △17,363

当期変動額合計 8,875 △17,363

当期末残高 149,436 132,073

新株予約権   

前期末残高 9,484 9,318

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △166 △4,698

当期変動額合計 △166 △4,698

当期末残高 9,318 4,620

少数株主持分   

前期末残高 21,405 20,602

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △803 △6,499

当期変動額合計 △803 △6,499

当期末残高 20,602 14,103

純資産合計   

前期末残高 2,277,777 1,485,966

当期変動額   

剰余金の配当 △47,935 －

連結範囲の変動 29,380 －

当期純損失（△） △781,156 △364,126

自己株式の取得 △5 △11

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,906 △28,560

当期変動額合計 △791,811 △392,697

当期末残高 1,485,966 1,093,267



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △765,836 △336,572

減価償却費 137,076 95,818

のれん償却額 7,495 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,512 △7,013

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,628 12,507

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） 55,319 △55,319

受取利息及び受取配当金 △4,432 △3,159

支払利息 24,190 19,458

持分法による投資損益（△は益） 15,271 3,429

固定資産売却損益（△は益） △227 △276

固定資産除却損 6,888 773

減損損失 110,868 68,392

資産除去債務戻入益 － △4,223

投資有価証券評価損益（△は益） 728 －

投資事業組合運用損益（△は益） 27,405 13,429

ソフトウエア臨時償却費 26,336 －

事業譲渡損益（△は益） － △184,674

和解金 △12,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 71,040 304,924

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,272 40,000

その他の資産の増減額（△は増加） 12,633 △19,013

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,068

仕入債務の増減額（△は減少） △20,076 △238,220

前受金の増減額（△は減少） － △59,431

未払金の増減額（△は減少） 12,366 1,769

未払賞与の増減額（△は減少） △99,223 18,153

その他の負債の増減額（△は減少） △113,237 28,067

その他 3,919 △9,976

小計 △470,107 △295,088

利息及び配当金の受取額 4,102 2,728

利息の支払額 △27,806 △16,242

和解金の受取額 12,000 －

法人税等の還付額 7,117 6,308

法人税等の支払額 △23,970 △7,589

営業活動によるキャッシュ・フロー △498,664 △309,883



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３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 △29,450 △27,560

定期預金の払戻による収入 426,300 22,835

担保預金の預入による支出 △46,606 －

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 2,500 11,000

有価証券の売却による収入 － 16,252

有形固定資産の取得による支出 △5,853 △44,944

有形固定資産の売却による収入 1,068 430

ソフトウエアの取得による支出 △122,963 △26,777

事業譲渡による収入 － 163,847

資産除去債務の履行による支出 － △45,204

敷金及び保証金の差入による支出 △5,514 △89,220

敷金及び保証金の回収による収入 42,514 164,227

貸付けによる支出 △1,200 △1,300

貸付金の回収による収入 1,090 1,260

投資活動によるキャッシュ・フロー 271,708 144,846

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） 209,513 △930,188

配当金の支払額 △48,253 －

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 △33,068 △61,868

自己株式の取得による支出 △5 △13

リース債務の返済による支出 △20,411 △18,378

財務活動によるキャッシュ・フロー 207,776 △1,010,447

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,664 △7,704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,844 △1,183,188

現金及び現金同等物の期首残高 1,691,994 1,662,150

現金及び現金同等物の期末残高 1,662,150 478,962



 該当事項はありません。 

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

（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、当連結会計年度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138,372千

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138,977千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調

整前当期純損失はそれぞれ605千円減少しております。 

  

────── 

（金融商品に関する会計基準の適用）  

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しておりま

す。 

 なお、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整

前当期純損失に与える影響はありません。 

  

────── 

（退職給付に係る会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整

前当期純損失に与える影響はありません。  

  

────── 

──────  （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「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。 

 これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ5,952千

円、税金等調整前当期純損失は17,797千円増加しており

ます。  

  



  

  

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

──────   （企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度より、「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、持分

法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針

第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

(7）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

────── 

  

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しておりました「長期前払費用」は、当連

結会計年度において、資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「長期前払費用」は

155,536千円であります。 

  

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「為替

差損」（当連結会計年度5,488千円）は、営業外費用の

総額の100分の10以下となったため、営業外費用の「雑

損失」に含めて表示することとしました。 

  

（連結損益計算書） 

────── 

────── ２．当連結会計年度より、「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、当連結会計年

度では、「少数株主損益調整前当期純損失(△）」の科

目で表示しております。 

  

────── （連結キャッシュ・フロー計算書）  

 営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増減

額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記して

おります。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「前受金の増減額」は△34,987千円であります。  

  



  

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

(8）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

（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、当連結会計年度から

「賞与引当金」として計上しております。  

  

 ────── 

────── 

 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、当連結会計年度から

「賞与引当金」として計上しております。  

  

（包括利益の表示に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額

等合計」の金額を記載しております。  

  

(9）注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 △742,901千円

少数株主に係る包括利益  △803 

計 △743,704 

その他有価証券評価差額金 1,065千円

為替換算調整勘定 11,527 

持分変動差額 29,380 

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,717 

計 38,255 



前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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．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503,770千円であり、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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,833,649千円であり、その主なものは、親

会社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．減価償却費、減損損失及び資本的支出には、無形固定資産と同資産に係る償却額が含まれています。 

６．減価償却費には、特別損失に計上したソフトウェア臨時償却費26,336千円は含まれておりません。  

７．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、

当連結会計年度より「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。 

   

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  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）   

Ⅰ．売上高及び営業利益             

  売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,985,810 1,694,782 4,680,592 －  4,680,592

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － － － －  －

  計  2,985,810 1,694,782 4,680,592 －  4,680,592

  営業費用  2,942,681 1,706,476 4,649,157 503,770  5,152,927

  営業利益（△損失）  43,129 △11,694 31,435 △503,770  △472,335

Ⅱ．資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
            

  資産  1,330,505 657,743 1,988,248 1,833,649  3,821,897

  減価償却費  39,266 92,161 131,427 13,144  144,571

  減損損失  60,215 40,372 100,587 10,281  110,868

  資本的支出  26,834 120,918 147,752 8,541  156,293



前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は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．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503,770千円であり、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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,833,649千円であり、その主なものは、親

会社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

   

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は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。 

   

ｂ．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） 

Ⅰ．
売上高及び

営業利益 
                

  売上高                 

(1）外部顧客

に対する

売上高 

 3,114,419  954,313  206,064  224,845  180,951  4,680,592  －  4,680,592

(2）セグメン

ト間の内

部売上高 

 162,237  229,556  10,115  6,881  4,002  412,791  △412,791  －

  計  3,276,656  1,183,869  216,179  231,726  184,953  5,093,383  △412,791  4,680,592

  営業費用  3,046,483  1,248,693  287,165  224,391  256,717  5,063,449  89,478  5,152,927

  
営業利益

(△損失) 
 230,173  △64,824  △70,986  7,335  △71,764  29,934  △502,269  △472,335

Ⅱ．資産  1,363,237  462,535  134,451  222,619  70,963  2,253,805  1,568,092  3,821,897

ｃ．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）  964,905  173,066  224,845  207,679  1,570,495

Ⅱ 連結売上高（千円）                          4,680,592

Ⅲ 海外売上高の連結

売上高に占める割

合（％） 

 20.6  3.7  4.8  4.4  33.6



当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社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、 高経営者（Ｃ

ＥＯ）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。 

 当社は、主にＨＲＤ事業は国内、北米、欧州（主に英国、フランス）、中国及びアジア・パシフィック

（主にオーストラリア、インド）、ＣＣ事業は国内を単位に戦略を立案し、事業を展開しております。 

 したがって、当社は、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「国内 ＨＲＤ事

業」、「国内 ＣＣ事業」、「北米」、「欧州」、「中国」及び「アジア・パシフィック」の６つを報告セ

グメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。  

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  （単位：千円）

  

ｄ．セグメント情報

  

  

   

国内 

ＨＲＤ事業 

国内 

ＣＣ事業 
北米  欧州  中国  

アジア・パ

シフィック 
合計 

売上高 

  

 外部顧客への売上高 

  

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 

 

   

1,419,637

162,237

  

    

1,694,782

－

  

 

  

 

954,313

229,556   

206,064

10,115

 

   

224,845

6,881

  

  

180,951

4,002  

4,680,592

412,791

 計  1,581,874 1,694,782 1,183,869  216,179   231,726   184,953 5,093,383

セグメント利益又は損

失（△） 
 7,317 △280,914  △64,824  △70,986  7,335  △71,764 △473,836

セグメント資産  820,367 785,885  462,535  134,451  222,619  70,963 2,496,820

その他の項目    

減価償却費  12,923 99,092  19,325   7,542  2,571  3,118 144,571

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 20,612 125,422  5,799   972  1,064  2,424 156,293



当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  （単位：千円）

（注）「国内 ＣＣ事業」は平成22年９月１日付で、株式会社ワークス・ジャパンに事業譲渡いたしました。 

  

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項） 

  

  

（注）全社資産は、主に親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

  

  

  

   

国内 

ＨＲＤ事業 

国内 

ＣＣ事業 
北米  欧州  中国  

アジア・パ

シフィック 
合計 

売上高 

  

 外部顧客への売上高 

  

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 

 

   

1,377,705

161,707

 

  

    

216,870

－

  

 

  

 

886,819

201,167   

322,781

19,966

 

   

204,136

16,844

  

  

129,853

7,767  

3,138,164

407,451

 計  1,539,412  216,870 1,087,986  342,747   220,980   137,620 3,545,615

セグメント利益又は損

失（△） 
 △108,777 △375,262  26,972   28,306  20,293  15,282 △393,186

セグメント資産  1,080,831 －  404,629  157,978  181,833  88,929 1,914,200

その他の項目    

減価償却費  26,427 36,011  16,707   81  2,575  212 82,013

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 60,145 18,448  3,226   973  1,999  709 85,500

  （単位：千円）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 5,093,383 3,545,615 

セグメント間取引消去 △412,791 △407,451 

連結財務諸表の売上高 4,680,592 3,138,164 

  （単位：千円）

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 △473,836 △393,186

セグメント間取引消去 1,501 3,192

連結財務諸表の営業損失（△） △472,335 △389,994

  （単位：千円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 2,496,820 1,914,200 

セグメント間取引消去 △265,557 △220,870 

全社資産（注） 1,590,634 411,083 

連結財務諸表の資産合計 3,821,897 2,104,413 



（追加情報） 

 当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）  

 当連結会計年度より、「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。 

  

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。  

    

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

    

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。  

１株当たり純資産額 円 銭303 75

１株当たり当期純損失 円 銭162 96

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。  

１株当たり純資産額 円 銭224 17

１株当たり当期純損失 円 銭75 96

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円）  1,485,966  1,093,267

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 29,920  18,723

（うち新株予約権）  (9,318)  (4,620)

（うち少数株主持分）  (20,602)  (14,103)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  1,456,046  1,074,544

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
 4,793,529  4,793,450

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純損失金額     

当期純損失（千円）  781,156  364,126

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  781,156  364,126

期中平均株式数（株）  4,793,538  4,793,460

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権２種類（新株予約権の

数 個）。 1,960

新株予約権２種類（新株予約権の

数 個）。 770

（重要な後発事象）
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