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後発事象の発生に伴う「平成19年３月期個別中間財務諸表の概要」の一部修正につい
て 
 
平成18年11月８日に発表いたしました当社「平成19年３月期個別中間財務諸表の概要」及びその

添付資料について、下記の理由に基づき修正いたします。 
 

記 
【修正理由】 
 
当社の韓国子会社（ウィルソン・ラーニング コリア）は、平成18年９月末時点で日本の会計基
準に照らすと債務超過の状況にあり、これを解消するために９月以前から第三者割当増資を予定し
ておりました。９月中間決算期をまたいで増資引受人との間で増資の時期等について調整し、第一
次増資と第二次増資に分けて実施の予定としました。第一次増資は平成18年10月25日に実施され２
億ウォンの資金を調達いたしました。第二次増資は平成18年11月25日を予定しておりましたが増資
引受人から出資形態について協議したいとの申し出があり、その詳細について両者話し合いを継続
してまいりましたが12月末までに増資が実施されなくなりましたので、個別中間財務諸表において
関係会社株式に対する「関係会社株式評価損」の計上、貸付金等に対する「貸倒引当金繰入額」の
計上、及び銀行保証について「債務保証損失引当金繰入額」の計上を修正後発事象として平成19年3
月期の個別中間財務諸表に反映させることにいたしました。 
また、これらの取引は平成19年３月中間決算短信（連結）上では、内部取引として相殺されるた
め連結数値には影響いたしません。 
 なお、個別中間決算の修正に伴い、通期業績予想の当期純利益について、105百万円（修正前175
百万円）に修正いたしました。 



【修正内容】 
 
１．「個別中間財務諸表の概要」 

表紙 ＜修正前＞ ＜修正後＞ 

①「１．18年 9月中間期の業績（１）経営

成績」の18年 9月中間期 

  

   中間（当期）純利益 14百万円

（対前年中間期増減比△68.6％）

△55百万円

（－）

   1株当たり中間（当期）純利益 3円11銭 △11円67銭

②「１．18年 9月中間期の業績（２）財政

状態」の18年 9月中間期 

   総資産 4,347百万円 4,291百万円

   純資産 2,277百万円 2,207百万円

自己資本比率 52.4％ 51.4％

   1株当たり純資産 477円95銭 463円17銭

③「２．19年 3月期の業績予想」 

   当期純利益 175百万円 105百万円

   1株当たり予想当期純利益（通期） 36円72銭 22円03銭

 

２．「個別中間財務諸表の概要 添付資料」 

個１ページ ＜修正前＞ ＜修正後＞ 

①「中間貸借対照表」の当中間会計期

間末欄 

  

   貸倒引当金（流動資産） △12,959千円 △23,257千円

   流動資産合計 3,081,856千円 3,071,558千円

   関係会社株式 184,622千円 174,585千円

   貸倒引当金（投資その他の資産） △2,800千円 △37,884千円

   投資その他の資産合計 932,435千円 887,314千円

固定資産合計 1,265,264千円 1,220,143千円

   資産合計 4,347,120千円 4,291,701千円

   「流動資産合計」の構成比 70.9％ 71.6％

   「固定資産合計」の構成比 29.1％ 28.4％

個２ページ 

   債務保証損失引当金 － 債務保証損失引当金 15,036千円

   固定負債合計 399,892千円 414,928千円

   負債合計 2,069,182千円 2,084,218千円

   「流動負債合計」の構成比 38.4％ 38.9％

   「固定負債合計」の構成比 9.2％ 9.7％

   「負債合計」の構成比 47.6％ 48.6％

個３ページ 

   繰越利益剰余金 1,025,451千円 954,996千円

   利益剰余金合計 1,112,123千円 1,041,668千円

   株主資本合計 2,273,550千円 2,203,095千円

純資産合計 2,277,938千円 2,207,483千円

   負債純資産合計 4,347,120千円 4,291,701千円

   「資本金」の構成比 15.3％ 15.4％

   「資本剰余金合計」の構成比 11.4％ 11.6％

   「利益剰余金合計」の構成比 25.6％ 24.3％

   「株主資本合計」の構成比 52.3％ 51.3％

「純資産合計」の構成比 52.4％ 51.4％



個４ページ ＜修正前＞ ＜修正後＞ 

②「中間損益計算書」の当中間会計期

間欄 

   特別損失 10,753千円 81,208千円

   税引前中間（当期）純利益（△純損

失） 

税引前中間純利益 24,328千円 税引前中間純損失 △46,126千円

中間（当期）純利益（△純損失） 中間純利益 14,823千円 中間純損失 △55,631千円

   「特別利益」の百分比 0.6％ 0.7％

   「特別損失」の百分比 0.6％ 4.8％

   「税引前中間（当期）純利益（△純

損失）」の百分比 

1.4％ △2.7％

   「法人税、住民税及び事業税」と「法

人税等調整額」の合計額の百分比 

0.5％ 0.6％

   「中間（当期）純利益（△純損失）」

の百分比 

0.9％ △3.3％

個５ページ 

③「中間株主資本等変動計算書」 

   「繰越利益剰余金」欄 

     中間純利益（△中間純損失） 中間純利益 14,823千円 中間純損失 △55,631千円

     中間会計期間中の変動額合計 △80,496千円 △150,951千円

     平成18年９月30日 残高 1,025,451千円   954,996千円

   「利益剰余金合計」欄 

     中間純利益（△中間純損失） 中間純利益 14,823千円 中間純損失 △55,631千円

     中間会計期間中の変動額合計 △80,496千円 △150,951千円

     平成18年９月30日 残高 1,112,123千円 1,041,668千円

   「株主資本合計」欄 

     中間純利益（△中間純損失） 中間純利益 14,823千円 中間純損失 △55,631千円

     中間会計期間中の変動額合計 △80,496千円 △150,951千円

     平成18年９月30日 残高 2,273,550千円 2,203,095千円

   「純資産合計」欄 

     中間純利益（△中間純損失） 中間純利益 14,823千円 中間純損失 △55,631千円

     中間会計期間中の変動額合計 △79,519千円 △149,974千円

     平成18年９月30日 残高 2,277,938千円 2,207,483千円

個７ページ   

④「中間財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項 ３．引当金の計上基準」

の当中間会計期間欄 

―-―――― （４）債務保証損失引当金 

関係会社への債務保証に係る損失に備える

ため、保証先の財政状態等を勘案し損失見

込額を計上しております。 

個８ページ  

⑤「中間財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更」の当中間会計期

間欄 

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は2,277,938千円であります。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

2,207,483千円であります。 

個９ページ   

⑥「注記事項（中間貸借対照表関係）２」

の当中間会計期間末欄 

保証債務 

 次の関係会社について、金融機関か

らの銀行借入金に対して、債務保証を

行っております。 

保証先 金額（千円） 内容

ウィルソ

ン・ラー

ニング 

コリア 

50,120

（400,000千ウォン） 借入

債務

 

 

保証債務 

 次の関係会社について、金融機関からの銀行

借入金に対して、債務保証を行っております。 
保証先 ウィルソン・ラーニング コリア 

金額 

 

保証額 50,120千円

（400,000千ウォン）

債 務保証

損失引当

金設定額 

△15,036千円

（△120,000千ウォン）

差引 35,084千円

（280,000千ウォン）

内容 借入債務 

 



個10ページ ＜修正前＞ ＜修正後＞ 

⑦「注記事項（中間損益計算書関係）※

４」の当中間会計期間欄 

特別損失のうち主なものは次のとおり

であります。 

建物除却損 703千円

工具器具及び備品

除却損 
49千円

過年度売上修正損 10,000千円
 

特別損失のうち主なものは次のとおりでありま

す。 

建物除却損 703千円

工具器具及び備品

除却損 
49千円

貸倒引当金繰入額 45,382千円

債務保証損失引当

金繰入額 
15,036千円

関係会社株式評価

損 
10,036千円

過年度売上修正損 10,000千円
 個12ページ 

⑧「（1株当たり情報）」の当中間会計期

間欄 

1株当たり純資産額 477円95銭

1株当たり中間純利益

金額 
3円11銭

潜在株式調整後1株当

たり中間純利益金額 
3円9銭

 

1株当たり純資産額 463円17銭

1株当たり中間純損失

金額 
11円67銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

は存在するものの1株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。 
 ⑨「（1株当たり情報）（注）１．」の当中間

会計期間末欄 

純資産の部の合計額 2,277,938千円

普通株式に係る中間

期末（期末）の純資産

額 

2,277,938千円

 

純資産の部の合計額 2,207,483千円

普通株式に係る中間

期末（期末）の純資産

額 

2,207,483千円

 ⑩「（1株当たり情報）（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。 

1株当たり中間（当期）純利益金額又は1株当たり

中間純損失金額（△）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。 

⑪「（1株当たり情報）（注）２．」の当中間

会計期間欄 

1株当たり中間（当期）

純利益金額 

 

  

中間（当期）純利益 

 

14,823千円

普通株式に係る中

間（当期）純利益 
14,823千円

 

 

潜在株式調整後1株当

たり中間（当期）純利益

金額 

普通株式増加数 28,762株

（うち新株予約権） （28,762） 

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）。

 

1株当たり中間（当期）

純利益金額又は1株当

たり中間純損失金額

（△）  

中間（当期）純利益

（△純損失） 
△55,631千円

普通株式に係る中

間（当期）純利益（△

純損失） 

△55,631千円

 

潜在株式調整後1株当

たり中間（当期）純利益

金額 

普通株式増加数 －

（うち新株予約権） （－）

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

２種類 （新

株予約権の

数 2,001

個）。 
  

以  上 


