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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 644 10.6 12 ― △1 ― 3 ―
24年3月期第1四半期 582 △24.3 △77 ― △83 ― △95 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △12百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △87百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 0.80 ―
24年3月期第1四半期 △19.96 ―

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

25年3月期第1四半期 1,990 1,171 58.3 242.29
24年3月期 2,184 1,188 53.6 244.37
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,161百万円 24年3月期  1,171百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 1,416 10.2 17 ― 19 ― 2 ― 0.42
通期 3,151 8.2 252 137.7 262 219.5 233 174.1 48.61



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しています。 

※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、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素により実際の業績が記述の予測数値と大幅に異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 4,793,680 株 24年3月期 4,793,680 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 290 株 24年3月期 230 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 4,793,407 株 24年3月期1Q 4,793,450 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①業績の概要 

 当第１四半期連結累計期間は好調な海外業績と回復しつつある国内事業という事業展開下にあります。 

 通常、弊社ビジネスは下半期中心の展開となりますが、当第１四半期連結累計期間は売上増（10.6％）、営業

損失より営業利益への転換という好変化をみることが出来ました。ユーロ危機、円高と苦しい経済局面にありま

すが、対応は適切に行われている状況下にあります。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における連結業績は、売上高６億４千４百万円（対前年同期比10.6％

増）、営業利益１千２百万円（前第１四半期連結累計期間は７千７百万円の営業損失）、経常損失１百万円（対

前年同期比98.3％減）となっております。また四半期純利益は３百万円（前第１四半期連結累計期間は９千５百

万円の純損失）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 

 前年同期と比較し、売上増（9.1％）、営業損失の大幅改善（65.4％減）をみることが出来ました。内容は

好調な自動車業界からの営業資格制度や経営者教育などの大口受注、金融機関の営業力強化への取り組みの

積極化、外資系日本法人の人事・研修制度の見直しによる新規受注等の結果によるものです。また、経費節

減等の努力の効果も現れて来ています。 

  この結果、売上高２億７千万円（対前年同期比9.1％増）、営業損失３千５百万円（対前年同期比65.4％

減）となりました。 

(ロ) 北米 

 前連結会計年度から引続き、大口ライセンス契約顧客の継続に加え、新規顧客からの新規案件も獲得し、

売上高は堅調に推移しました。また、販売管理費の削減に努め、営業利益も増益となりました。      

  この結果、売上高３億２千３百万円（対前年同期比16.4％増）、営業利益２千１百万円（対前年同期比

86.6％増）となりました。 

(ハ) 欧州 

  イギリスは堅調に推移しましたが、フランスは利益率の高いグローバル案件が増加したことにより、売上

高を伸ばし、営業利益も増益となりました。 

  この結果、売上高９千万円（対前年同期比6.6％増）、営業利益１千１百万円（対前年同期比595.9％増）

となりました。 

(ニ) 中国 

欧米グローバル企業からの継続的な研修の受注に加え、新規顧客からの引き合いも増えたことにより、売

上高及び営業利益は大幅に増加しました。 

この結果、売上高４千６百万円（対前年同期比52.2％増）、営業利益１千１百万円（対前年同期比

423.8％増）となりました。 

(ホ) アジア・パシフィック 

 オーストラリアは堅調に推移し、インドがやや失速状況となりました。 

 この結果、売上高３千３百万円（対前年同期比26.9％減）、営業利益２百万円（対前年同期比78.6％減）

となりました。 

   

（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 

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、13億５百万（前連結会計年度末は14億６千７百万

円）となり、１億６千２百万円減少しました。これは主に、減少要因として、受取手形及び売掛金の減少１億３

千１百万円、現金及び預金の減少４千７百万円があったことによるものです。 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、６億８千５百万円（前連結会計年度末は７億１千７

百万円）となり、３千１百万円減少しました。これは、主に投資有価証券の減少６百万円、建物及び構築物の減

少４百万円、長期前払費用の減少３百万円、ソフトウェアの減少３百万円があったことによるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、６億８千３百万（前連結会計年度末は８億５千２百

万円）となり、１億６千８百万円減少しました。これは、主に前受金の減少５千２百万円、賞与引当金の減少４

千４百万円があったことによるものです。 

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、１億３千５百万円（前連結会計年度末は１億４千３

百万円）となり、８百万円減少しました。これは、主にリース債務の減少４百万円があったことによるもので

す。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、11億７千１百万円（前連結会計年度末は11億８千８百

万円）となり、１千７百万円減少しました。これは、主に為替換算調整勘定が１千３百万円減少したことによる

ものです。    

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表した連結業績予想に変更はありません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

 当社グループは、前々連結会計年度に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、平成20年下半

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及びＣＣ事業の営業損失が多額に発生してい

たことが大きく影響しております。前連結会計年度は１億６百万円、当第１四半期連結累計期間は１千２百万円の

営業利益を計上しておりますが、当社は依然、当第１四半期会計期間において２千９百万円の営業損失となり、継

続して営業損失を計上していることから、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 

・会社の状況を定期的に報告することにより、取引金融機関の理解を得ております。 

・経費削減の更なる実施 

 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。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 874,857 827,643

受取手形及び売掛金 548,776 417,281

たな卸資産 29,206 35,651

その他 41,808 49,356

貸倒引当金 △26,953 △24,622

流動資産合計 1,467,694 1,305,309

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 149,799 145,529

工具、器具及び備品（純額） 22,070 20,544

土地 60,725 60,725

リース資産（純額） 19,475 17,953

有形固定資産合計 252,070 244,751

無形固定資産   

ソフトウエア 11,447 8,413

リース資産 23,119 20,473

その他 858 850

無形固定資産合計 35,424 29,736

投資その他の資産   

投資有価証券 200,449 194,149

敷金及び保証金 104,052 101,101

長期前払費用 103,270 100,033

その他 28,624 22,606

貸倒引当金 △6,800 △6,800

投資その他の資産合計 429,595 411,089

固定資産合計 717,089 685,576

資産合計 2,184,783 1,990,885



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 153,142 112,934

短期借入金 181,000 181,000

1年内返済予定の長期借入金 32,800 23,200

未払金 11,298 10,820

未払消費税等 13,083 7,859

リース債務 16,847 16,861

未払法人税等 8,948 4,485

賞与引当金 61,801 17,459

役員賞与引当金 7,486 2,261

繰延税金負債 600 600

未払費用 157,848 152,331

前受金 184,392 131,883

その他 23,314 22,290

流動負債合計 852,559 683,983

固定負債   

リース債務 30,119 25,852

資産除去債務 47,694 47,363

繰延税金負債 50,650 49,194

退職給付引当金 4,398 4,305

その他 10,581 8,488

固定負債合計 143,442 135,202

負債合計 996,001 819,185

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 △147,486 △143,662

自己株式 △136 △144

株主資本合計 1,027,868 1,031,684

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,592 △3,592

為替換算調整勘定 147,118 133,299

その他の包括利益累計額合計 143,526 129,707

新株予約権 4,620 －

少数株主持分 12,768 10,309

純資産合計 1,188,782 1,171,700

負債純資産合計 2,184,783 1,990,885



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 582,256 644,060

売上原価 201,222 207,438

売上総利益 381,034 436,622

販売費及び一般管理費 458,371 423,739

営業利益又は営業損失（△） △77,337 12,883

営業外収益   

受取利息 423 477

受取使用料 3,000 3,000

持分法による投資利益 3,562 1,725

賃貸料収入 233 222

雑収入 1,088 2,154

営業外収益合計 8,306 7,578

営業外費用   

支払利息 1,550 1,115

為替差損 3,752 18,206

減価償却費 5,094 2,058

賃貸収入原価 233 222

雑損失 3,359 300

営業外費用合計 13,988 21,901

経常損失（△） △83,019 △1,440

特別利益   

新株予約権戻入益 － 4,620

特別利益合計 － 4,620

特別損失   

関係会社株式売却損 13,659 －

特別損失合計 13,659 －

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（△）

△96,678 3,180

法人税、住民税及び事業税 3,811 3,267

法人税等調整額 △2,504 △1,452

法人税等合計 1,307 1,815

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△97,985 1,365

少数株主損失（△） △2,303 △2,459

四半期純利益又は四半期純損失（△） △95,682 3,824



（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△97,985 1,365

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △3,973 △12,951

持分法適用会社に対する持分相当額 14,265 △868

その他の包括利益合計 10,292 △13,819

四半期包括利益 △87,693 △12,454

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △85,390 △9,995

少数株主に係る四半期包括利益 △2,303 △2,459



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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