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米国会計基準採用の有無 無

1.18年 9月中間期の連結業績 (   ～   )平 成18年 4月 1日 平 成18年 9月30日
( 1 )連結経営成績

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期        3,096     2.2          50   △34.3          42   △43.9
17年 9月中間期        3,030    17.9          76－           75－

18年 3月期        6,812－          298－          291－

1株 当 た り 中 間 潜在株式調整後1株当中間(当期)純利益 (当 期 )純 利 益 たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 9月中間期           19   △80.8           3.99          3.96
17年 9月中間期           98－          20.86         20.78

18年 3月期          235－          49.62         49.16

(注 )1.持分法投資損益 18年 9月中間期 1百万円 17年 9月中間期            4百万円
18年 3月期            3百万円

2.期中平均株式数(連結)18年 9月中間期      4,766,020株 17年 9月中間期      4,740,620株
18年 3月期      4,743,338株

3.会計処理の方法の変更 無
4.売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

( 2 )連結財政状態

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

18年 9月中間期        5,084       2,535     49.5         528.49
17年 9月中間期        5,053       2,415     47.8         509.45

18年 3月期        5,406       2,587     47.9         543.00
(注 )期末発行済株式数(連結)18年 9月中間期      4,766,020株 17年 9月中間期      4,740,620株

18年 3月期      4,766,020株

( 3 )連結キャッシュ ･ フローの状況
営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年 9月中間期         △256          △23          △80        1,998
17年 9月中間期           43          34        △116        1,906

18年 3月期          539          29        △158        2,357

( 4 )連結範囲及び持分法の適用に関する事項
連結子会社数    社  持分法適用非連結子会社数    社  持分法適用関連会社数    社   12 －     3

( 5 )連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結 (新規 )    社  (除外 )    社  持分法 (新規 )    社  (除外 )    社－ － － －

2.19年 3月期の連結業績予想 (   ～   )平 成18年 4月 1日 平 成19年 3月31日

売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益
百万円 百万円 百万円

通 期        7,050         400         280

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )          58円75銭

上 記 の 予 想 の 前 提 条 件 そ の 他 の 関 連 す る 事 項 に つ い て は 、 添 付 資 料 を 参 照 し て く だ さ い 。



１．企業集団の状況

　当企業集団は、当社、子会社12社及び関連会社３社で構成されており、事業は企業内人材開発の企画及び実施、人材

採用のための広報業務及びＷｅｂ採用システムの構築を行っております。

　以上の企業集団について図示すると次のとおりであります。

 

子会社（海外） 
※ウィルソン・ラーニング ワー

ルドワイﾄﾞ インク 

完
成
プ
ロ
グ
ラ
ム 

開

発

許

諾 

当 社 

得 意 先 

子会社 
※九州ウィルソン

ラーニング㈱ 

実

施

許

諾 

人材開発・組織
開発のためのコ
ンサルティング
とソリューショ
ンの開発・提供 
 

関連会社 
※※ウィルソン・ 
    ネットジィ㈱ 

企業内教育研修プログラムの仕入  
NETG 
Ltd. 

技術提供 

得    意    先 （ 海  外 ） 

子会社（海外） 
※ウィルソン・ラーニング 

コーポレーション 
※ウィルソン・ラーニング 

オーストラリア PTY LTD. 
※ウィルソン･ラーニング 

Europa LTD. 
※ウィルソン・ラーニング 

ＧｍｂＨ. 
※ウィルソン・ラーニング 

アジア PTE LTD. 
※ウィルソン・ラーニング 

サザン アフリカ C.C. 
※ウィルソン・ラーニング 

チャイナ リミテッド 
※展智（北京）企業管理 
諮詢有限公司 

※ウィルソン・ラーニング S.A. 
※ウィルソン・ラーニング コリア 

関連会社（海外） 
※※サイアム ウィルソン・ 

ラーニング カンパニー 
リミテッド 

※※ウィルソン・ラーニング 
アンディナ エンド リオ 
ディラ プラタ 

実

施

許

諾 
人材開発・組織開発のためのコンサル
ティングとソリューションの開発・提供 

人材採用のため
の広報業務及び
Ｗｅｂ採用シス
テムの構築 

（注）１．※は、連結子会社であります。

２．※※は、持分法適用の関連会社であります。 

３．当社は海外において事業展開をするにあたり子会社および代理店を通じて事業を行っており、ロイヤリティを

徴収しております。 
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関係会社の状況

(1）連結子会社 

名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権の所有割合又は

被所有割合

（％）

関係内容

ウィルソン・ラーニング

コーポレーション※１

米国

ミネソタ州

米ドル

18,915,877

企業内教育プログ

ラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任２人

資金の援助あり

ウィルソン・ラーニング　

ワールドワイド　インク

※１

米国

ミネソタ州

米ドル

142,000

企業内教育プログ

ラムの研究・開発
100

企業内教育プログラム

の開発の委託

役員の兼任３人

ウィルソン・ラーニング

Europa　ＬＴＤ．※１

イギリス

ロンドン市

ポンド

2,850,000

企業内教育プログ

ラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任１人

ウィルソン・ラーニング

ＧｍｂＨ.

ドイツ

シュツットガルト市

ユーロ

25,000

企業内教育プログ

ラムの販売

100

（100）※２

企業内教育プログラム

の実施許諾

ウィルソン・ラーニング

Ｓ．Ａ．

スペイン

マドリッド市

ユーロ

60,101

企業内教育プログ

ラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任１人

資金の援助あり

ウィルソン・ラーニング　

サザン　アフリカ

Ｃ.Ｃ.

南アフリカ

ヨハネスブルグ市

南アフリカランド

50

企業内教育プログ

ラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任１人

ウィルソン・ラーニング

チャイナ　リミテッド

中国

香港

香港ドル

1,800,000

企業内教育プログ

ラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任３人

展智（北京）企業管理諮詢

有限公司

中国

北京市

米ドル

150,000

企業内教育プログ

ラムの販売

100

（100）※３

企業内教育プログラム

の実施許諾

ウィルソン・ラーニング

コリア※１

韓国

ソウル市

韓国ウォン

1,100,000,000
企業内教育プログ

ラムの販売
　　44.5 ※４

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任１人

資金の援助及び債務保

証あり

ウィルソン・ラーニング

オーストラリア　ＰＴＹ　

ＬＴＤ．※１

オーストラリア

ニューサウスウェル

ズ州

オーストラリアドル

2,533,120

企業内教育プログ

ラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任１人

ウィルソン・ラーニング

アジア　ＰＴＥ　ＬＴＤ．

シンガポール

シンガポール市

シンガポールドル

850,000

企業内教育プログ

ラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任２人
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名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権の所有割合又は

被所有割合

（％）

関係内容

九州ウィルソンラーニング

㈱

福岡県

福岡市

千円

30,000

企業内教育プログ

ラムの販売
55

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任４人

（注）１．※１は、特定子会社に該当します。

２．※２は、当社の子会社ウィルソン・ラーニング　Europa LTD．（イギリス）が所有しております。

３．※３は、当社の子会社ウィルソン・ラーニング　チャイナ　リミテッド（香港）が所有しております。

４．※４は、持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

５．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

(2）持分法適用関連会社

名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権の所有割合又は

被所有割合

（％）

関係内容

サイアム

ウィルソン・ラーニング

カンパニー　リミテッド

タイ

バンコク市

バーツ

12,500,000

企業内教育プログ

ラムの販売

30

（30）※１
役員の兼任２人

ウィルソン・ラーニング　

アンディナ エンド リオ

ディラ プラタ

コロンビア

ボゴタ市

コロンビアペソ

60,000,000

企業内教育プログ

ラムの販売

20

（20）※２
－

ウィルソン・ネットジィ㈱
東京都

中央区

千円

27,050

企業内教育プログ

ラムの開発
49

企業内教育プログラム

の仕入

役員の兼任３人

資金の援助あり

（注）１．※１は、当社の子会社ウィルソン・ラーニング　アジア　ＰＴＥ ＬＴＤ．（シンガポール）が所有しておりま

す。

２．※２は、当社の子会社ウィルソン・ラーニング　コーポレーション（米国）が所有しております。

３．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

グループ全体の経営基本方針は下記の通りであります。

－MissionとVision

　「人や組織がそのもてる力を最大限に発揮できるようお手伝いします」(Helping people and organizations　

achieve performance with fulfillment)が世界共通の企業ミッションであります。

　経営ビジョンは「お客さま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 bring value in executing clients business strategy)であります。

　この２点を経営基本方針の基盤としております。

－GlobalizationとTechnology Driven

　グローバルに当社のサービスを提供する。そのためにはグローバルに展開が可能なテクノロジー（人間工学、産

業心理を基にしたテクノロジーとＩＴ技術、特にインターネットを利用したアプリケーション）を開発する。この

２点をビジネス戦略の基盤としております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　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実施していく方針で

あります。

　当社は、配当については年１回とし、１株につき20円を予定しております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場において適正な株価形成がされるためには、株式の流動性が必要であり、多くの投資家の参加

が必要と考えております。このことから、当社は平成９年11月７日の取締役会ならびに平成10年１月29日の臨時株

主総会により１単元の株式数を1,000株から100株に変更することを決議いたしました。これにより、ジャスダック

市場における当社株式の売買単位は平成10年３月２日から100株に変更しております。

(4）目標とする経営指標

①ＲＯＥ及びキャッシュ・フロー 

　資本効率を高めること、株主価値の向上を図る尺度としてＲＯＥを最重要経営指標としております。また、海

外子会社を含めグローバルにキャッシュを効果的に運用するため、キャッシュ・フロー管理を徹底しております。

②営業プロセスの管理と利益指標

　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ているため、営業プロセスの管理、契約の管理、そ

れにともなう利益管理を徹底して行っております。

③プロジェクト原価管理

　ビジネスがソリューション型に移行しているため、顧客ごとのカスタマイズが増加しております。一件一件の

プロジェクトの原価管理を徹底して行っております。 

(5）中長期的な会社の経営戦略

①ＨＲＤ（ヒューマン・リソース・ディベロップメント）事業のグローバル戦略

　北米、欧州、中国、アジア・パシフィック各統括地域での営業強化と、成長が見込まれる中国、ロシア、イン

ドなどの国々でのサービス体制強化などグローバル・プロジェクト受注促進の為の営業支援とプロジェクト運営

体制を強化します。

②日本ＨＲＤ事業戦略

　当社はグローバルに顧客へサービスを提供できる日本での唯一の会社であり、この競争優位を強化するため海

外子会社との協同、米国の研究開発会社を中心にニュープロダクトおよびテクノロジーの開発に力を入れます。

　また、顧客の多様化した人材開発ニーズに対応するために、人材開発コンサルティングからソリューションの

開発、提供及び定着化まで、End to Endの総合ラーニングソリューションの提供を目指します。

－ 4 －



③ＣＣ（コーポレート・コミュニケーション）事業の市場開発戦略

　採用広報制作事業と採用Ｗｅｂコミュニケーション事業に加え、採用選考プロセスや入社前プロセスをサポー

トする採用ソリューション事業を拡充し、企業の人材採用プロセスを包括的にサポートできるラインアップを揃

えることにより、基盤顧客からの受注拡大と新規顧客開発を図ります。とくに、サービス開発の遅れている理工

系人材採用に焦点を当て、独自性の高い専門サービスの提供を目指します。

④新規事業戦略

　新規事業の展開に積極的に取り組みます。

　　－異業種のグローバルカンパニーと提携し、ニュー・ビジネスを開発します。

⑤情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の導入、認証取得

　経営基盤の確立、内部管理体制の整備の一環として、ＩＳＭＳ認証取得を期初に掲げ、社内体制等の整備を行

い、2006年10月25日付けでＩＳＭＳの認証を取得いたしました。

(6）会社の対処すべき課題

①営業プロセス管理と原価管理

　事業がソリューション・ビジネス、プロジェクト型に変化しているため、適切な営業プロセス、利益確保のた

めの原価管理等のシステム化を実施します。

②新規事業の積極展開

　成長戦略の一環として新規事業の展開を積極的に行います。

③人事システムの確立

　人事システム（職務、評価、給与、合意など）の整備を行った効果も現れておりますが、更なるシステムの完

成を目指します。

(7）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

①内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状

況

当社の内部管理体制は、以下の通りであります。

イ．国内に関しては、会社全体として各組織単位での部長・マネジャー以上が出席する月例責任者会議を月１回

開催し、会社の重要情報（国内営業情報、海外営業情報、その他重要な情報等）の共有、問題点の把握を行っ

ております。

ロ．また、実務面では管理本部経理部、管理本部総務部及び管理本部人事部において、それぞれの所轄範囲に応

じて管理を行っております。社内業務フローにそった処理でそれぞれの部で発見された例外・逸脱事項等は、

その都度該当部門の責任者に報告され、また、必要に応じて管理本部担当役員に報告されます。管理本部担当

役員が重要と判断したものは、週１回の取締役会に報告のうえ協議されます。

ハ．会社全体の業務フローの改善提案は、管理本部担当役員を中心に取締役会及び監査役会に報告され検討され

ます。また、社内規程等の改訂は、管理本部総務部が中心となり必要に応じて行っております。

ニ．海外子会社は、その規模に応じて、組織内に経理、人事、法務部等を組織し、当社と同じ内部管理の機能を

果たしております。また、一定金額以上の発注については、事前に当社のＨＲＤ海外事業グループ統括役員の

事前承認を得た上で発注を行っております。一方、当社のＨＲＤ海外事業グループ統括役員はウイークリーレ

ポート及びマンスリーレポートをベースに毎週電話会議を行い販売状況、受注状況、月次決算状況及びキャッ

シュフロー等の確認をしております。また、定期的に海外子会社を訪問し、状況の確認を行っております。こ

れらの状況は管理本部経理部に伝達され、情報の共有を行っております。さらに、管理本部担当役員について

も定期的に海外子会社を訪問し、発見された例外・逸脱事項等についてＨＲＤ海外事業グループ統括役員及び

取締役会に報告し対応しております。
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②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

イ．国内業務については、営業部門にあっては営業資産の把握のために事業グループ単位でフローの整備、情報

共有システムの整備を行いました。

ロ．個人情報保護については、プライバシーマークを2001年７月に取得し、個人情報管理責任者、管理本部総務

部を中心に個人情報の保護のための社内体制の見直し、規程の改訂等を行いました。また、個人情報保護法に

対応すべく社内教育も実施いたしました。

ハ．海外子会社については、毎週の定例ミーティングの実施、月次ミーティングの実施等を行い、問題の把握に

つとめました。また、３ヶ月に１回、海外子会社の責任者を集め、情報の共有、問題点の把握等につとめ状況

の改善につとめました。

ニ．ＩＳＭＳ認証取得に向けて、社内に特別委員会を設置し、情報管理体制、運用規程の作成等を実施し、2006

年10月25日にＩＳＭＳの認証を取得いたしました。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

当中間連結会計期間の概況

１）経済環境

　日本、北米、欧州、中国の各地域の経済は順調に推移し、企業の人材開発、採用投資（日本）も好影響を受ける

パターンは継続していると考えられます。また、産業別にみましても医薬、自動車業界に加え、金融業界からの引

合いも活発になってまいりました。

２）会社概要

　このような経済環境下、ＨＲＤ（ヒューマン・リソース　ディベロップメント）事業に関しましては、日本、北

米、中国、アジア・パシフィック各地域とも事業は順調に推移し、特に北米、中国は営業利益段階で予算を上回り

ました。一方、地域、国別にばらつきがありますが売上原価の管理に課題があります。ＣＣ（コーポレート・コミュ

ニケーション）事業（日本市場のみ）に関しましては、新卒採用市場が活発化し前年度に比較し大幅に引合いが増

加しましたが、下期集中型で投資、コストが先行するため上期は利益幅が少ない状況となります。

　また、事業全体では四半期オペレーションの収益改善は進みつつあります。

（Ａ）ＨＲＤ事業

ＨＲＤ事業戦略として次の２つの戦略を推進しております。

テクノロジー・ドリブン(Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｄｒｉｖｅｎ)

　組織と人のパフォーマンス向上を提供するＨＰＩ（Human Performance Improvement）ソリューションの開

発を進めています。この結果、中間期に開発した主要プログラムは以下のとおりです。

①ＴＬＭ : The Leader Manager「リーダーシップ・マネージャー」コース

②ＢＲＶ : Building Leadership Versatility「リーダーシップ対人対応」コース

③ＧＡ : Global Awareness「グローバル化対応」コース

④ＳＬＮ : Sales Leader Navigator「セールス・リーダー・ナビゲータ」360°アセスメント

グローバリゼーション(Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ)

　当社の強みであるコンサルタント・インストラクターなどのグローバル・ネットワークを最大限に活用し、

多国籍企業への営業強化を進めております。この結果、日本、北米、欧州、中国およびアジア・パシフィッ

クでグローバル・プロジェクトが増加いたしました。

ａ）日本（ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド（株）および九州ウィルソンラーニング（株））

　企業内研修から統合人材育成ソリューションへと変化する企業ニーズにこたえるＨＰＩソリューション

の引合いが増加いたしました。医薬業界からの人材育成に関する受注は引続き堅調に推移し、上期は金融

業界の業績回復を反映しＨＰＩソリューションの引合いが増加しています。ソリューション別に見ますと、

弊社の強味である営業力強化ソリューションに加えグローバルリーダー育成に関する需要が増加していま

す。しかしながら、これらの多くは下期売上となり、上期売上には反映できませんでした。

　これらの結果、売上高および営業利益は前年同期を下回る結果となりました。

ｂ）北米（Wilson Learning Corporation）

　業種別顧客のニーズに対応したソリューションの提案を行うよう北米地域の直販営業組織をハイテク・

テレコム業界、医薬業界、一般産業の３組織に再編成しました。この結果、医薬業界からの大型プロジェ

クトを受注することができました。また、エージェントの営業支援を強化するためマーケティング、新規

顧客開拓のプロモーションを行いました。

　これらの結果、売上高は前年同期に比較しほぼ横ばいでしたが、営業利益は前年同期を上回りました。

ｃ）欧州（Wilson Learning Europa）

　前期に引続きヨーロッパ地域の販売網（Distributor）の拡充を行いましたが、主要プロジェクトが遅滞

したことから、売上高および営業利益は伸び悩み前年同期実績を下回りました。
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ｄ）中国

　ハイテク業界、自動車業界からの大型プロジェクトを受注し、市場の成長に合わせ順調に成長していま

す。

　これらの結果、売上高、営業利益とも前年同期を上回りました。

ｅ）アジア・パシフィック（ＡＰＡＣ）

　オーストラリア、タイ、シンガポール地域は堅調な受注により順調でした。韓国は人材開発市場の回復

の遅れはありますが、組織再編成を行いました。

　これらの結果、アジア・パシフィックの売上高は前年同期を上回り、営業利益は改善されました。

　以上の結果、ＨＲＤ事業は売上高23億８千８百万円（対前年同期比1.7%減）、営業利益２億９千８百万

円（対前年同期比12.1%減）となりました。

（Ｂ）ＣＣ事業

　企業の人材採用のための広報業務やＷｅｂ採用システム構築を主力とするＣＣ事業は、ほぼ全産業におよ

ぶ新卒採用の拡大と競争激化を受けて、主力の採用広報事業の拡大を見通せる市況となっています。特に、

国内設備投資・人材投資拡大に転じた電機業界・自動車業界をはじめ、需給の逼迫しているＩＴ業界や大量

採用に転じた金融業界などは採用広報予算を拡大しています。

　主力の広報分野では、ＩＴ・通信業界をはじめ大手メーカー、金融、住宅からの新規受注が大幅に増加し

ています。また、競合の激しいｅリクルーティング分野でも、当社の主力サービス［ｅ２Ｒ］のサービス力

の評価が高まり、大型顧客の継続受注を確保するとともに、新規受注を獲得し、前期比150％超の受注となっ

ています。

　これらの結果、ＣＣ事業は売上高６億６千１百万円（対前年同期比15.5％増）、営業利益４千７百万円（前

年同期は営業損失１千６百万円）となりました。

（Ｃ）ロイヤリティ

　ロイヤリティは、代理店からの収入を計上しています。

　北米では特にカナダ、また、アジア・パシフィックではタイの代理店の業績が著しく伸びたことにより、

売上高は４千７百万円（対前年同期比57.1%増）、営業利益４千７百万円（対前年同期比57.1%増）となりま

した。

　以上の結果、売上高30億９千６百万円（対前年同期比2.2%増）、営業利益５千万円（対前年同期比34.3%

減）、経常利益４千２百万円（対前年同期比43.9%減）、中間純利益１千９百万円（対前年同期比80.8%減）

となりました。

(2）財政状態

キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間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、収入として税金

等調整前中間純利益の計上のほか、未払金の増加や会員権の売却による収入等がありましたが、一方、支出とし

て仕入債務の減少及び配当金の支払い等があったことにより、前連結会計年度末に比べ３億５千９百万円減少し、

当中間連結会計期間末には、19億９千８百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果減少した資金は、２億５千６百万円（前年同期は４千３百万円

の増加）となりました。この主な理由は、仕入債務の減少額３億６百万円及び法人税等の支払額４千７百万円

などによる減少額が、税金等調整前中間純利益４千３百万円及び未払金の増加額９千６百万円を超過したこと

等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果減少した資金は、２千３百万円（前年同期は３千４百万円の増

加）となりました。この主な理由は、収入として会員権の売却による収入１千万円及び投資事業組合からの分

配金６百万円がありましたが、支出としてソフトウェアの取得による支出２千万円及び投資有価証券の取得に

よる支出１千万円があったこと等によるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果減少した資金は、８千万円（対前年同期比31.1％減）となりま

した。これは、支出として配当金の支払い９千５百万円があったこと等によるものであります。

（3）通期の見通し

（Ａ）ＨＲＤ事業

テクノロジー・ドリブン(Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｄｒｉｖｅｎ)

　アセスメントとラーニングテクノロジーが統合されたＨＰＩソリューションの開発を進めます。

グローバリゼーション(Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ)

　グローバル・プロジェクトの更なる増加を目指し、海外子会社間連携のビジネス・プロセスの効率化を進

めます。

ａ）日本（ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド（株）および九州ウィルソンラーニング（株））

　ビジネスの課題から人材育成戦略策定、評価、実施、定着化までの総合人材育成ソリューションの提供

を行います。また、業種別に特化した営業体制、ソリューション開発を推進いたします。

ｂ）北米（Wilson Learning Corporation）

　マーケティングの強化、新規顧客開拓、営業担当者教育などを通し引続き営業組織の強化を行ってまい

ります。

ｃ）欧州（Wilson Learning Europa）

　欧州地区の代理店の拡充ならびにインストラクターネットワークの強化を継続してまいります。また、

直販営業組織は大型顧客への営業強化を進めてまいります。

ｄ）中国

　市場の拡大に対応するため、営業担当者の増員、インストラクター組織の拡充に努めてまいります。

ｅ）アジア・パシフィック（ＡＰＡＣ）

　アジア・パシフィック地域の成長に対応すべくインドなどの成長地域への営業強化を行います。また、

韓国事業の見直しを行います。

（Ｂ）ＣＣ事業

　主力の採用広報分野の市場環境が好調であり、新卒採用系を中心に前期比120％レベルの受注状況です（上

期末現在）。また、e-リクルーティング商品開発、営業開発を推進しており、とくに、人材採用競争の激化

する理工系採用分野では、業界初のＷｅｂ２.０ベースの人材採用システム［ＩＮＴＥＲ］を開発・投入し、

営業活動を開始しています。このサービスによって、従来の大企業中心の顧客層を、新規成長産業群に拡大

する営業方針を展開していきます。

（Ｃ）ロイヤリティ

　ロイヤリティは、代理店からの収入を計上しています。

　各子会社からの代理店へのサポートを行い、また、新規代理店の開拓を行います。

　以上のことから、通期の見通しは連結売上高70億５千万円（対前期比3.5％増）、経常利益４億円（対前期

比37.5％増）、当期純利益２億８千万円（対前期比19.1％増）を計画しております。
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（4）事業等のリスク

　当社グループの事業その他に関するリスクとして投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以

下のようなものがあります。

（Ａ）市場環境の変化

　日本では企業業績の回復は新卒採用の増加につながり、新卒採用による社員の増加は長期的な育成の必要

性へとつながります。したがって、新卒採用の減少、リストラによる社員の減少等は人材育成予算や新卒採

用予算に影響を与えることから、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、当社グルー

プは海外で人材育成を目的とした人材開発のコンサルティングを展開しており、海外市場の経済の低迷も、

また、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（Ｂ）為替変動

　当社グループの売上高の約５割は海外売上高であります。また、当社のロイヤリティ売上高も海外子会社

からのものであります。期初に想定為替レートを定めて予算等の計画を作成しておりますが為替変動は当社

グループの経営成績及び財政状態、また、競争力にも影響し、長期的に当社グループの業績に影響します。

このような状況から円が他の通貨、特に米ドルに対して円高になると悪影響を受ける可能性があります。

（Ｃ）代理店

　北米及び欧州の当社連結子会社は代理店による売上の割合が高いため、代理店の売上動向により連結子会

社の収益及び当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

（Ｄ）個人情報

　当社グループは、事業遂行に関連して、多数の個人情報を有しております。これらの個人情報については、

その管理に万全を期しておりますが、予期せぬ事態により流出する可能性が皆無ではなく、このような事態

が生じた場合、当社グループの社会的信用に影響を与え、その対応のための多額の費用負担やブランド価値

の低下が当社業績に影響を与える可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※１ 2,063,351 2,057,566 2,416,403

２．受取手形及び売掛金 1,474,816 1,516,370 1,480,891

３．有価証券 26,131 26,154 26,141

４．たな卸資産 84,259 71,963 64,497

５．繰延税金資産 87,392 87,820 62,043

６．その他 199,553 231,102 196,094

７．貸倒引当金 △36,718 △37,050 △36,124

流動資産合計 3,898,784 77.2 3,953,925 77.8 4,209,945 77.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 206,319 208,617 209,934

減価償却累計額 40,187 166,132 51,350 157,267 45,282 164,652

(2）機械装置及び運搬
具

48,734 51,848 49,289

減価償却累計額 46,018 2,716 49,989 1,859 47,140 2,149

(3）工具器具及び備品 304,180 318,807 305,610

減価償却累計額 240,318 63,862 260,284 58,523 243,814 61,796

(4）土地 60,725 60,725 60,725

有形固定資産合計 293,435 278,374 289,322

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 157,052 104,397 131,886

(2）その他 7,878 7,878 7,878

無形固定資産合計 164,930 112,275 139,764

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 177,543 266,776 265,113

(2）繰延税金資産 116,673 90,225 109,013

(3）その他 404,893 386,191 395,750

(4）貸倒引当金 △2,800 △2,800 △2,800

投資その他の資産合
計

696,309 740,392 767,076

固定資産合計 1,154,674 22.8 1,131,041 22.2 1,196,162 22.1

資産合計 5,053,458 100.0 5,084,966 100.0 5,406,107 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 482,768 400,752 707,105

２．短期借入金 ※１ 1,064,953 1,034,631 1,016,598

３．未払金 38,518 52,623 47,706

４．未払消費税等 32,528 36,385 38,119

５．未払法人税等 53,899 34,300 50,341

６．未払賞与 85,061 93,321 119,777

７．未払費用 286,276 298,660 197,291

８．前受金 108,082 134,078 130,797

９．その他 34,239 49,563 64,425

流動負債合計 2,186,324 43.2 2,134,313 42.0 2,372,159 43.9

Ⅱ　固定負債

１．役員退職慰労引当金 381,500 381,500 381,500

２．その他 57,168 33,547 47,894

固定負債合計 438,668 8.7 415,047 8.1 429,394 7.9

負債合計 2,624,992 51.9 2,549,360 50.1 2,801,553 51.8

（少数株主持分）

少数株主持分 13,359 0.3 － － 16,609 0.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 656,959 13.0 － － 663,385 12.3

Ⅱ　資本剰余金 491,713 9.7 － － 498,139 9.2

Ⅲ　利益剰余金 997,596 19.7 － － 1,134,064 21.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

3,106 0.1 － － 3,411 0.1

Ⅴ　為替換算調整勘定 265,832 5.3 － － 289,045 5.3

Ⅵ　自己株式 △98 △0.0 － － △98 △0.0

資本合計 2,415,107 47.8 － － 2,587,945 47.9

負債、少数株主持分及
び資本合計

5,053,458 100.0 － － 5,406,107 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 663,385 13.0 － －

２．資本剰余金 － － 498,139 9.8 － －

３．利益剰余金 － － 1,057,755 20.8 － －

４．自己株式 － － △98 △0.0 － －

株主資本合計 － － 2,219,181 43.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

－ － 4,388 0.1 － －

２．為替換算調整勘定 － － 295,236 5.8 － －

評価・換算差額等合計 － － 299,624 5.9 － －

Ⅲ　少数株主持分 － － 16,801 0.4 － －

純資産合計 － － 2,535,606 49.9 － －

負債純資産合計 － － 5,084,966 100.0 － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 3,030,904 100.0 3,096,470 100.0 6,812,853 100.0

Ⅱ　売上原価 1,086,730 35.9 1,102,800 35.6 2,681,850 39.4

売上総利益 1,944,174 64.1 1,993,670 64.4 4,131,003 60.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,867,228 61.6 1,943,153 62.8 3,832,447 56.2

営業利益 76,946 2.5 50,517 1.6 298,556 4.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 5,240 3,326 9,667

２．受取配当金 1,000 1,000 1,000

３．投資有価証券償還益 － － 4,959

４．持分法による投資利
益

4,430 1,365 3,157

５．オプション評価益 2,451 － －

６．為替差益 － 1,932 －

７．雑収入 6,012 19,134 0.6 2,112 9,735 0.4 9,719 28,503 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 10,584 9,899 20,038

２．為替差損 2,387 － 3,419

３．投資事業組合損失 6,657 3,984 5,950

４．雑損失 1,374 21,002 0.6 4,223 18,106 0.6 6,463 35,870 0.5

経常利益 75,079 2.5 42,146 1.4 291,189 4.3

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 228 － 954

２．貸倒引当金戻入益 728 231 728

３．本社移転に伴う補償
金

112,158 － 112,158

４. 過年度消費税修正益 － 5,744 －

５. 過年度使用料修正益 － 113,114 3.7 5,658 11,633 0.3 － 113,840 1.7

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ 13,688 753 14,947

２．本社移転関連費用  43,233 － 43,233

３．過年度売上修正損 － 56,921 1.9 10,000 10,753 0.3 － 58,180 0.9

税金等調整前中間
（当期）純利益

131,272 4.3 43,026 1.4 346,849 5.1

法人税、住民税及び事業
税

52,103 31,482 96,124

過年度法人税等 △5,694 － △6,656

法人税等調整額 △13,590 32,819 1.0 △7,659 23,823 0.8 19,210 108,678 1.6

少数株主損失（△利益） 460 0.0 △192 △0.0 △2,790 △0.0

中間（当期）純利益 98,913 3.3 19,011 0.6 235,381 3.5
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 491,713 491,713

Ⅱ　資本剰余金増加高

増資による新株の発行 － － 6,426 6,426

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

491,713 498,139

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 993,495 993,495

Ⅱ　利益剰余金増加高

中間（当期）純利益 98,913 98,913 235,381 235,381

Ⅲ　利益剰余金減少高

配当金 94,812 94,812 94,812 94,812

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

997,596 1,134,064
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中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

663,385 498,139 1,134,064 △98 2,295,489

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △95,320  △95,320

中間純利益   19,011  19,011

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　  （千円）

－ － △76,309 － △76,309

平成18年９月30日　残高　 　　
　

（千円）
663,385 498,139 1,057,755 △98 2,219,181

評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算差額等合

計

平成18年３月31日　残高　　　　
　　

（千円）
3,411 289,045 292,456 16,609 2,604,554

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △95,320

中間純利益     19,011

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

976 6,191 7,168 192 7,360

中間連結会計期間中の変動額合計
　               　（千円）

976 6,191 7,168 192 △68,949

平成18年９月30日　残高
  （千円）

4,388 295,236 299,624 16,801 2,535,606

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間　
（当期）純利益

131,272 43,026 346,849

減価償却費 72,392 69,504 141,887

貸倒引当金の増加額 4,019 546 2,231

受取利息及び受取配当
金

△6,240 △4,326 △10,667

支払利息 10,584 9,899 20,038

持分法による投資利益 △4,430 △1,365 △3,157

オプション評価益 △2,451 － －

固定資産売却益 △228 － △954

固定資産除却損 13,688 753 14,947

投資有価証券償還益 － － △4,959

投資事業組合損失 6,657 3,984 5,950

売上債権の減少額（△
増加額）

188,663 △22,461 225,480

たな卸資産の減少額
（△増加額）

△24,656 △3,372 4,043

その他資産の減少額
（△増加額）

24,315 △35,389 32,087

仕入債務の減少額 △381,122 △306,910 △165,104

未払金の増加額（△減
少額）

76,093 96,872 △13,126

その他負債の増加額
（△減少額）

△18,654 △54,255 41,581

小計 89,900 △203,494 637,126

利息及び配当金の受取
額

6,389 4,316 10,814

利息の支払額 △10,527 △9,814 △20,317

法人税等の支払額 △71,941 △47,684 △119,039

法人税等の還付額 29,704 － 30,827

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

43,525 △256,676 539,411
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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

△100,000 － △100,000

定期預金の払戻しによ
る収入

－ － 100,000

長期性預金の払戻しに
よる収入

150,000 － 150,000

担保預金の預入による
支出

△56,595 － △58,735

投資有価証券の取得に
よる支出 

△10,562 △10,000 △110,562

投資有価証券の売却に
よる収入

13,012 － 28,125

投資事業組合分配金に
よる収入 

5,000 6,000 8,500

有形固定資産の取得に
よる支出

△105,260 △9,355 △120,887

有形固定資産の売却に
よる収入

228 － 1,348

ソフトウェアの取得に
よる支出

△25,798 △20,683 △45,397

敷金・保証金の差入れ
による支出 

△155,446 － △159,854

敷金・保証金の返還に
よる収入 

307,116 － 311,861

会員権の売却による収
入 

10,000 10,000 20,000

貸付金の貸付けによる
支出

－ △1,278 －

貸付金の回収による収
入

2,855 2,102 5,231

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

34,550 △23,214 29,630
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の増減額 △21,393 15,260 △76,249

配当金の支払額 △94,812 △95,320 △94,812

株式の発行による収入 － － 12,852

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△116,205 △80,060 △158,209

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

△65 898 1,885

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額（△減少額）

△38,195 △359,052 412,717

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

1,944,951 2,357,668 1,944,951

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※ 1,906,756 1,998,616 2,357,668
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結されております。

当該連結子会社は、

九州ウィルソンラーニング㈱

ウィルソン・ラーニング　コーポ

レーション(米国)

ウィルソン・ラーニング　ワール

ドワイド　インク　(米国)

ウィルソン・ラーニング　オース

トラリア　PTY　LTD.

(オーストラリア)

ウィルソン・ラーニング　

Europa　LTD.(イギリス)

ウィルソン・ラーニング　アジア

　PTE　LTD.

(シンガポール)

ウィルソン・ラーニング　サザン

　アフリカ　C.C.(南アフリカ)

ウィルソン・ラーニング　チャイ

ナ　リミテッド

（香港）

展智（北京）企業管理諮詢有限公

司（中国）

ウィルソン・ラーニングS.A.(ス

ペイン)

ウィルソン・ラーニング　コリア

（韓国）

ウィルソン・ラーニング

GmbH.(ドイツ)

の12社であります。

同　　　　左 同　　　　左

２．持分法の適用に関する事

項

(イ）持分法適用の非連結子会社

該当事項はありません。

(イ）持分法適用の非連結子会社

同　　　　左

(イ）持分法適用の非連結子会社

同　　　　左

(ロ）持分法適用の関連会社は、

ウィルソン・ネットジィ㈱

サイアム　ウィルソン・ラー

ニング　カンパニー　リミ

テッド（タイ）

ウィルソン・ラーニング　ア

ンディナ　エンド　リオディ

ラ プラタ(コロンビア)

の３社であります。

(ロ）     同　　　　左 (ロ）     同　　　　左

(ハ）持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異

なる会社については、中間連

結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用し

ております。

(ハ）　　 同　　　　左 (ハ）持分法適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なる会社

については、連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。
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項　　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間期の末日と中間連

結決算日は一致しております。

同　　　　左 連結子会社の事業年度末日と連結決

算日は一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　　　　左

時価のないもの

同　　　　左

投資事業有限責任組合に関

する会計処理

組合契約に規定される決

算報告書に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎

とし、持分相当額を取り

込む方法によっておりま

す。

投資事業有限責任組合に関

する会計処理

同　　　　左

(ロ）デリバティブ

　時価法

(ロ）デリバティブ

同　　　　左

(ロ）デリバティブ

同　　　　左

(ハ）たな卸資産

親会社及び国内連結子会社

研修材料…総平均法による

低価法

仕 掛 品…個別法による原

価法

貯 蔵 品…最終仕入原価法

(ハ）たな卸資産

親会社及び国内連結子会社

同　　　　左

(ハ）たな卸資産

親会社及び国内連結子会社

同　　　　左

在外連結子会社

先入先出法による低価法

在外連結子会社

同　　　　左

在外連結子会社

同　　　　左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ）有形固定資産

親会社及び国内連結子会社

定率法（ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）は定

額法）を採用しております。

(イ）有形固定資産

親会社及び国内連結子会社

同　　　　左

(イ）有形固定資産

親会社及び国内連結子会社

同　　　　左

在外連結子会社

定額法

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

在外連結子会社

同　　　　左

在外連結子会社

同　　　　左

建物及び構築

物
10～50年

機械装置及び

運搬具
３～６年

工具器具及び

備品
５～20年
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項　　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ロ）無形固定資産

市場販売目的のソフトウェア

については、見込有効期間

（３年）における見込販売数

量（又は収益）に基づく償却

額と販売可能な残存有効期間

に基づく均等償却額を比較し

いずれか大きい金額を計上し

ております。

また、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

見込利用可能期間（５年及び

３年）に基づく定額法を採用

しております。

(ロ）無形固定資産

同　　　　左

(ロ）無形固定資産

同　　　　左

(3）重要な引当金の計上基

準

(イ）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、当社及び国

内連結子会社は一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上

しております。また在外連結

子会社は主として特定の債権

について回収不能見込額を計

上しております。

(イ）貸倒引当金

同　　　　左

(イ）貸倒引当金

同　　　　左

(ロ）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。

なお、当中間連結会計期間末

の退職給付引当金残高はあり

ません。

(ロ）退職給付引当金

同　　　　左

(ロ）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上してお

ります。

なお、当連結会計年度末の退

職給付引当金残高はありませ

ん。

(ハ）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく中間

期末要支給額の全額を引当計

上しております。なお、平成

16年５月17日開催の取締役会

において、平成16年３月末ま

での要支給額をもって役員の

退職慰労金の支給を凍結する

ことを決議しております。こ

のため当中間連結会計期間の

新たな繰り入れは行っており

ません。

(ハ）役員退職慰労引当金

同　　　　左

(ハ）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく期末

要支給額の全額を引当計上し

ております。なお、平成16年

５月17日開催の取締役会にお

いて、平成16年３月末までの

要支給額をもって役員の退職

慰労金の支給を凍結すること

を決議しております。このた

め当連結会計年度の新たな繰

り入れは行っておりません。
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項　　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産、

負債、収益及び費用は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における為替換

算調整勘定に含めております。

外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社

等の資産、負債、収益及び費用は、

中間決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定に

含めております。

外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産、

負債、収益及び費用は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における為替換

算調整勘定に含めております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同　　　　左 同　　　　左

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同　　　　左

消費税等の会計処理

同　　　　左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同　　　　左 同　　　　左
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中間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 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）　

　　　　　　

  当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これによる

損益に与える影響は軽微であります。

 ──────

 ──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

  当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は2,518,805千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

（固定資産の減損に係る会計基準）　

　　　　　　

  当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響は軽微であります。

 ──────
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

１．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号 平成16年６月９日）が平成16年12月１日より

適用となること、及び会計制度委員会報告第14号「金融

商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会　平

成17年２月15日）が公表されたことに伴い、前中間連結

会計期間まで投資その他の資産「その他」として表示し

ていたみなし有価証券（前中間連結会計期間は108,394

千円）を当中間連結会計期間より投資その他の資産「投

資有価証券」として表示しております。この変更により、

投資有価証券は97,657千円増加しております。

２．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「敷

金・保証金」（当中間連結会計期間は222,052千円）は、

資産の総額の100分の５以下となったため、投資その他

の資産「その他」に含めて表示することにしました。

３．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「長

期性預金」（当中間連結会計期間は100,000千円）は、

資産の総額の100分の５以下となったため、投資その他

の資産「その他」に含めて表示することにしました。

――――――

（中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「受

入業務指導料」は、当中間連結会計期間において金額的

重要性が乏しくなったため営業外収益の「雑収入」に含

めております。

　　なお、当中間連結会計期間の「雑収入」に含まれてい

る「受入業務指導料」は600千円であります。

（中間連結損益計算書）

――――――

―――――― ２．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「オ

プション評価益」は、当中間連結会計期間において金額

的重要性が乏しくなったため営業外収益の「雑収入」に

含めております。

　　なお、当中間連結会計期間の「雑収入」に含まれてい

る「オプション評価益」は504千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました営業

活動によるキャッシュ・フローの「為替差損」は、当中

間連結会計期間において金額的重要性が乏しくなったた

め「その他資産の減少額」に含めております。

　　なお、当中間連結会計期間の「その他資産の減少額」

に含まれている「為替差損」は2,387千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

―――――― 

―――――― ２．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました営業

活動によるキャッシュ・フローの「オプション評価益」

は、当中間連結会計期間において金額的重要性が乏しく

なったため「その他資産の増加額」に含めております。

　　なお、当中間連結会計期間の「その他資産の増加額」

に含まれている「オプション評価益」は504千円であり

ます。
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

1.子会社に関わる訴訟の提起について ────── 1.子会社に関わる和解による訴訟の解

決について

(1）当該訴訟を提起した者の氏名お

よび住所

氏名　David W.Schlechte氏お

　　　よびNorman H. Evans氏

住所　Missouri, USA

(2）当該訴訟の提起を受けた当該連

結子会社の名称、住所および代

表者の氏名 

社名　  ウィルソン・ラーニン

グ コーポレーション

（以下「ＷＬＣ」とい

う）

所在地  8000 West 78th

Street,Edina,

Minnesota　55439,

USA

代表者　Thomas Roth

(3）当該訴訟の提起があった裁判所

および年月日

米国ミネソタ地区連邦裁判所　

平成1６年１２月２０日（訴状送

達日）

(4）当該訴訟の内容および損害賠償

請求金額

①内容

 当該訴訟の原告であるDavid W. 

Schlechte氏およびNorman H. 

Evans氏は、Personal Skills 

Development（以下「ＰＳＤ」ま

たは「本件原告」という）とい

う名称でＷＬＣの代理店として

の業務を行っておりました。

ＷＬＣは、ＰＳＤが長期滞留債

権（約US$79,000）の支払を行な

おうとしないことから、平成16

年７月に代理店契約を終了し、

その後もこの長期滞留債権が支

払われない状況が続いたため、

平成16年11月に本件原告および

その他の当事者に対して米国ミ

ネソタ地区連邦裁判所において

この長期滞留債権の回収を目的

として訴訟を提起しました。

（1）訴訟の提起から和解に至るまで

の経緯

①　ウィルソン・ラーニング　

コーポレーション（以下「Ｗ

ＬＣ」という）は代理店であ

るPersonal Skills Develop

　ment（以下「ＰＳＤ」とい

う」が長期滞留売掛金（US＄

　79,000）の支払を行おうと

しないことから平成16年７月

に代理店契約を終了し、その

後もこの長期滞留売掛金が支

払われない状況が続いたため、

平成16年11月にＰＳＤに対し

て米国ミネソタ地区連邦裁判

所においてこの長期滞留売掛

金の回収を目的として訴訟を

提起しました。

②　これに対して、平成16年12

月20日、David　W.Schlechte

氏およびNorman H.Evans氏

（以下「原告」という）は、

ＷＬＣならびにその現在また

は過去の取締役、オフィサー

および従業員に対して、連邦

およびミズーリ州の独占禁止

法違反ならびに不法行為を原

因として損害賠償の支払その

他を求める反訴を提起いたし

ました。損害賠償請求金額は、

損害額20百万US$、懲罰的３倍

賠償、遅延損害金、弁護士報

酬およびその他の費用であり

ました。

③　ＷＬＣは、平成17年５月16

日に、ミネソタ地区連邦裁判

所に対して、原告側の反訴は

時効になっていること、独占

禁止法は一定の条件で適用さ

れるが本件はそれに該当しな

いこと等の理由を挙げ、反論

いたしておりました。

④　平成17年８月24日、ミネソ

タ地区連邦裁判所は、ＷＬＣ

の主張を受け入れ、時効その

他の理由により原告側の反訴

を棄却する判決を下しました。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 これに対して、本件原告は、Ｗ

ＬＣならびにその現在または過

去の取締役、オフィサーおよび

従業員らに対して、連邦および

ミズーリ州の独占禁止法違反な

らびに不法行為を原因として損

害賠償の支払その他を求める反

訴を提起いたしました。

②損害賠償請求金額

　損害額20百万US$、懲罰的３倍

賠償、遅延損害金、弁護士報酬

およびその他の費用

（5）直近の状況

平成17年８月24日（米国時間）

に米国ミネソタ地区連邦裁判所

において、ＰＳＤの訴えを退け

る判決がありました。なお、Ｗ

ＬＣの訴訟につきましては引続

き審理されております。

（6）今後の見通し

当社グループの中間連結財務諸

表に与える影響は不明ではあり

ますが、当社およびＷＬＣは、

本件原告による当該訴訟は理由

がないものと考えており、また

前記長期滞留債権を回収すべく

必要な訴訟活動を遂行する所存

であります。

⑤　このような状況の中、平成

18年４月以来、ＷＬＣおよび

ＰＳＤならびに原告は、相互

の弁護士を通じて最終解決の

ために話し合いを行ってまい

り、平成18年６月９日（米国

時間）に和解が成立いたしま

した。。

(2）和解の内容

①　ＷＬＣおよびＰＳＤならび

に原告は、それぞれの本訴訟

におけるすべての請求につい

て、再訴不能の条件で取り下

げる。裁判費用については当

事者が負担する。

②　ＰＳＤおよび原告は、ＷＬ

Ｃならびにその現在または過

去の取締役、オフィサーおよ

び従業員に対して、上記平成

17年８月24日の判決について

上訴する一切の権利を放棄す

る。

③　ＷＬＣ（親会社、代理店、

従業員、権利の継承者、管財

人、以前の所有者を含む）は、

ＰＳＤおよび原告に対し、本

和解書の締結日以前にＰＳＤ

側が発行した手形および代理

店契約に基づき発生するすべ

ての要求、催促、債権、費用

を請求する権利を放棄する。

④　ＰＳＤおよび原告ならびに

Douglas M.Schec

he（会社、従業員、代理店、

管財人、以前の所有者、権利

の継承者を含む）は、ＷＬＣ

およびその現在または過去の

取締役、オフィサーおよび従

業員に対し、本和解書の締結

日以前に発生した手形および

代理店契約に基づき発生する

すべての要求、催促、債権、

費用を請求する権利を放棄す

る。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（3）和解による影響 

　ＷＬＣは、本売掛金の債権（約

US$79,000）については、すでに

経理上、引当金を計上済みであ

り、本和解を通じて新たに負担

する費用は発生しませんので業

績に及ぼす影響はありません。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　担保に供している資産およびこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

(ア）担保に供している資産

※１　担保に供している資産およびこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

(ア）担保に供している資産

※１　担保に供している資産およびこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

(ア）担保に供している資産

現金及び預金 56,595千円 現金及び預金 58,950千円 現金及び預金 58,735千円

(イ）上記に対応する債務

短期借入金 30,561千円

短期借入金の担保に供しておりま

すが、当中間連結会計期間末現在、

対応する借入金残高はありません。

短期借入金の担保に供しておりま

すが、当連結会計年度末現在、対

応する借入金残高はありません。

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目と金額は次のとおりで

す。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目と金額は次のとおりで

す。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目と金額は次のとおりで

す。

給与手当 876,268千円

賞与 95,027千円

法定福利費 168,257千円

賃借料 109,339千円

支払手数料 65,484千円

給与手当 885,328千円

賞与 99,993千円

法定福利費 193,194千円

賃借料 173,011千円

支払手数料 75,739千円

貸倒引当金繰

入額

2,736千円

給与手当 1,783,081千円

賞与 219,872千円

法定福利費 348,192千円

賃借料 338,086千円

支払手数料 152,812千円

貸倒引当金繰

入額

4,711千円

※２　固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

────── ※２　固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

工具器具及び

備品
228千円

工具器具及び

備品
954千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※３　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※３　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

建物及び構築

物
10,892千円

工具器具及び

備品 
2,796千円

建物及び構築

物
703千円

工具器具及び

備品 
49千円

建物及び構築

物
11,182千円

工具器具及び

備品
3,765千円

　４　減損会計におけるグルーピング

の方法

　４　減損会計におけるグルーピング

の方法

　４　減損会計におけるグルーピング

の方法

　グルーピングの方法は、当社を、

事業の種類別セグメント（ＨＲＤ

事業、ＣＣ事業）にてグループ化

を行い、連結子会社を、各子会社

ごとにグループ化を行っておりま

す。

　なお、減損損失を計上しており

ますが、影響が軽微であるため、

減損損失に関する注記を省略して

おります。

　グルーピングの方法は、当社を、

事業の種類別セグメント（ＨＲＤ

事業、ＣＣ事業）にてグループ化

を行い、連結子会社を、各子会社

ごとにグループ化を行っておりま

す。

　グルーピングの方法は、当社を、

事業の種類別セグメント（ＨＲＤ

事業、ＣＣ事業）にてグループ化

を行い、連結子会社を、各子会社

ごとにグループ化を行っておりま

す。

　なお、減損損失を計上しており

ますが、影響が軽微であるため、

減損損失に関する注記を省略して

おります。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 4,766 － － 4,766

合計 4,766 － － 4,766

 自己株式     

 　　普通株式 0 － － 0

合計 0 － － 0

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 95,320 20  平成18年３月31日  平成18年６月27日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

 （千円)

現金及び預金勘定 2,063,351

預入期間が３か月を超

える定期預金及び担保

預金

△156,595

現金及び現金同等物 1,906,756

 （千円)

現金及び預金勘定 2,057,566

預入期間が３か月を超

える定期預金及び担保

預金

△58,950

現金及び現金同等物 1,998,616

 （千円)

現金及び預金勘定 2,416,403

預入期間が３か月を超

える定期預金及び担保

預金

△58,735

現金及び現金同等物 2,357,668

（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 － － －

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 10,562 11,319 757

その他 － － －

(3）その他 10,150 13,566 3,416

合計 20,712 24,885 4,173

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

割引金融債 9,995

マネー・マネージメント・ファンド 16,059

その他投資信託他 76

非上場株式 55,000

投資事業組合 97,657

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 － － －

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 10,562 11,378 816

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 10,562 11,378 816
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

割引金融債 9,995

マネー・マネージメント・ファンド 16,072

その他投資信託他 87

非上場株式 65,000

投資事業組合 190,397

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 － － －

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 10,562 11,747 1,185

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 10,562 11,747 1,185

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

割引金融債 9,995

マネー・マネージメント・ファンド 16,062

その他投資信託他 84

非上場株式 55,000

投資事業組合 198,365

（デリバティブ取引関係）

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

ＨＲＤ事業
（千円）

ＣＣ事業
（千円）

ロイヤリ
ティ
（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 2,428,471 572,396 30,037 3,030,904 － 3,030,904

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － －

計 2,428,471 572,396 30,037 3,030,904 － 3,030,904

営業費用 2,089,097 589,075 － 2,678,172 275,786 2,953,958

営業利益（損失） 339,374 (16,679) 30,037 352,732 (275,786) 76,946

　（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

(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）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

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275,786千円であり、その主なものは

親会社・子会社の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

ＨＲＤ事業
（千円）

ＣＣ事業
（千円）

ロイヤリ
ティ
（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 2,388,246 661,037 47,187 3,096,470 － 3,096,470

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － －

計 2,388,246 661,037 47,187 3,096,470 － 3,096,470

営業費用 2,089,797 613,811 － 2,703,608 342,345 3,045,953

営業利益 298,449 47,226 47,187 392,862 (342,345) 50,517

　（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

(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）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

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342,345千円であり、その主なものは

親会社・子会社の管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自　平成17年３月31日　至　平成18年３月31日）

ＨＲＤ事業
（千円）

ＣＣ事業
（千円）

ロイヤリ
ティ
（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 4,870,150 1,857,385 85,318 6,812,853 － 6,812,853

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － －

計 4,870,150 1,857,385 85,318 6,812,853 － 6,812,853

営業費用 4,248,133 1,694,563 － 5,942,696 571,601 6,514,297

営業利益 622,017 162,822 85,318 870,157 (571,601) 298,556

　（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

(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）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

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571,601千円であり、その主なものは

親会社・子会社の管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

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

1,524,340 882,719 358,732 123,860 141,253 3,030,904 － 3,030,904

(2）

 

 

セグメン

ト間の内

部売上高

154,116 131,418 7,483 4,728 1,272 299,017 (299,017) －

計 1,678,456 1,014,137 366,215 128,588 142,525 3,329,921 (299,017) 3,030,904

営業費用 1,478,476 942,875 311,100 91,161 153,434 2,977,046 (23,088) 2,953,958

営業利益

(損失）
199,980 71,262 55,115 37,427 (10,909) 352,875 (275,929) 76,946

　（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、タイ他

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275,786千円であり、その主なものは

親会社・子会社の管理部門に係る費用であります。
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当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

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

1,574,965 899,116 295,338 150,474 176,577 3,096,470 － 3,096,470

(2）

 

 

セグメン

ト間の内

部売上高

154,619 151,892 4,977 17,162 4,322 332,972 (332,972) －

計 1,729,584 1,051,008 300,315 167,636 180,899 3,429,442 (332,972) 3,096,470

営業費用 1,523,556 947,125 282,851 115,242 173,112 3,041,886 4,067 3,045,953

営業利益 206,028 103,883 17,464 52,394 7,787 387,556 (337,039) 50,517

　（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、タイ他

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342,345千円であり、その主なものは

親会社・子会社の管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

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

3,798,826 1,756,937 747,115 238,909 271,066 6,812,853 － 6,812,853

(2）

 

セグメン

ト間の内

部売上高

327,044 373,236 16,822 14,880 11,677 743,659 (743,659) －

計 4,125,870 2,130,173 763,937 253,789 282,743 7,556,512 (743,659) 6,812,853

営業費用 3,565,414 1,932,910 682,665 207,080 307,292 6,695,361 (181,064) 6,514,297

営業利益

（損失）
560,456 197,263 81,272 46,709 (24,549) 861,151 (562,595) 298,556

　（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、タイ他

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571,601千円であり、その主なものは

親会社・子会社の管理部門に係る費用であります。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

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） 889,923 359,313 125,360 154,184 1,528,780

Ⅱ　連結売上高（千円）     3,030,904

Ⅲ　海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％）

29.4 11.8 4.1 5.1 50.4

　（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、タイ他

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。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

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） 916,545 289,178 151,431 189,709 1,546,863

Ⅱ　連結売上高（千円）     3,096,470

Ⅲ　海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％）

29.6 9.3 4.9 6.1 50.0

　（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、タイ他

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。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

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） 1,782,784 735,000 240,409 290,257 3,048,450

Ⅱ　連結売上高（千円）     6,812,853

Ⅲ　海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％）

26.2 10.8 3.5 4.3 44.7

　（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、タイ他

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。

－ 35 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

   509円45銭       528円49銭          543円00銭

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額

   20円86銭      3円99銭    49円62銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額

 20円78銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額

  3円96銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額

   49円16銭

　（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。

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） － 2,535,606 －

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円）
－ 16,801 －

（うち少数株主持分） (－) (16,801) (－)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（千円）
－ 2,518,805 －

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数（株）
－ 4,766,020 －

　（注）２．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 98,913 19,011 235,381

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
98,913 19,011 235,381

期中平均株式数（株） 4,740,620 4,766,020 4,743,338

 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 19,701 28,762 44,259

（うち新株予約権） (19,701) (28,762) (44,259)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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１種類（新

株予約権の数320個）。

新株予約権１種類（新

株予約権の数320個）。

（注） 

新株予約権１種類（新

株予約権の数320個）。

　（注）当中間連結会計期間末までに権利行使期間が終了しておりますので、消滅しております。
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（重要な後発事象）

（前中間連結会計期間）（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　該当事項はありません。

（当中間連結会計期間）（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

（前連結会計年度）（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

ＨＲＤ事業 802,770 98.8

ＣＣ事業 308,651 101.8

合計 1,111,421 99.6

（注）１．金額は売上原価によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

金額

受注高（千円） 受注残高（千円）
前年同期比（％） 前年同期比（％）

ＨＲＤ事業 2,496,027 97.8 598,019 92.4

ＣＣ事業 1,449,388 120.8 876,531 125.2

ロイヤリティ 47,187 157.1 － －

合計 3,992,602 105.6 1,474,550 109.4

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）
前年同期比（％）

ＨＲＤ事業 2,388,246 98.3

ＣＣ事業 661,037 115.5

ロイヤリティ 47,187 157.1

合計 3,096,470 102.2

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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