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1. 19年 9月中間期の連結業績 (平成19年 4月 1日 ～ 平成19年 9月30日)
(％表示は対前年中間期増減率)(1) 連結経営成績

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間(当期)純利益
百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

19年 9月中間期        2,833    △8.5        △452 －         △473 －         △395 －
18年 9月中間期        3,096     2.2          50   △34.3          42   △43.9          19   △80.8
19年 3月期        7,118－          219－          196－          130－

1株 当 た り 中 間 潜 在 株 式 調 整 後 1株 当 た り
(当 期 )純 利 益 中 間 (当 期 )純 利 益

円 銭 円 銭
19年 9月中間期         △82.72 －
18年 9月中間期           3.99          3.96
19年 3月期          27.33         27.19
(参考) 持分法投資損益 19年 9月中間期          △8百万円 18年 9月中間期            1百万円 19年 3月期         △17百万円

(2) 連結財政状態
自己資本比率 １株当たり純資産総 資 産 純 資 産

百万円 百万円 ％ 円 銭
19年 9月中間期        4,773        2,178     45.2         449.97
18年 9月中間期        5,084        2,535     49.5         528.49
19年 3月期        5,639        2,663     46.8         554.16
(参考) 自己資本 19年 9月中間期        2,156百万円 18年 9月中間期        2,518百万円 19年 3月期        2,641百万円

(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
19年 9月中間期         △587         △193          △59        1,731
18年 9月中間期         △256          △23          △80        1,998
19年 3月期          458        △126         △113        2,584

2. 配当の状況

１ 株 当 た り 配 当 金
第１ 第３

(基準日) 中間期末 期末 年間四半期末 四半期末
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年 3月期         0.00        0.00        0.00       20.00       20.00
(実績)20年 3月期         0.00        0.00

20年 3月期(予想)         0.00       20.00       20.00

3. 20年 3月期の連結業績予想 (平成19年 4月 1日 ～ 平成20年 3月31日)
(％表示は対前期増減率)

１ 株 当 た り
売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益
百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 円 銭

 通 　 期        7,450     4.7         140   △36.3         130   △33.9          80   △38.6          16.69



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) 中間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(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に記載されるもの)

会計基準等の改正に伴う変更 有
以外の変更 有

〔(注)詳細は、 20ページ「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」をご覧ください。〕

(3) 発行済株式数(普通株式)
期末発行済株式数(自己株式を含む) 19年 9月中間期       4,793,680株 18年 9月中間期       4,766,080株 19年 3月期       4,767,080株
期末自己株式数 19年 9月中間期              60株 18年 9月中間期              60株 19年 3月期              60株

(注) 1株当たり中間(当期)純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、 36ページ「1株当
たり情報」をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要
(平成19年 4月 1日 ～1. 19年 9月中間期の個別業績 平成19年 9月30日)

(％表示は対前年中間期増減率)(1) 個別経営成績
売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間(当期)純利益
百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

19年 9月中間期        1,578    △7.3         △360 －         △367 －         △305 －
18年 9月中間期        1,702      3.3           11   △21.3           23     46.2          △55 －
19年 3月期        4,314－          116－          146－           19－

1 株 当 た り 中 間
( 当 期 ) 純 利 益

円 銭
19年 9月中間期         △63.79
18年 9月中間期         △11.67
19年 3月期           4.18

(2) 個別財政状態
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
19年 9月中間期        3,899        1,902     48.8         396.81
18年 9月中間期        4,291        2,207     51.4         463.17
19年 3月期        4,642        2,286     49.3         479.74
(参考) 自己資本 19年 3月期        2,286百万円19年 9月中間期        1,902百万円 18年 9月中間期        2,207百万円

2. 20年 3月期の個別業績予想 (平成19年 4月 1日 ～ 平成20年 3月31日)
(％表示は対前期増減率)

１ 株 当 た り
営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益売 上 高 当 期 純 利 益

百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 円 銭
       4,750     10.1          130     11.5          130   △11.0           45    125.6           9.39 通 　 期

　 　 （ 将 来 に 関 す る 記 述 等 に つ い て の ご 注 意 ）
　 　 予 想 に つ き ま し て は 、 発 表 日 現 在 に お い て 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づ き 作 成 し た も の で あ り 、
　 　 今 後 様 々 な 要 因 に よ り 予 想 数 値 と 異 な る 可 能 性 が あ り ま す 。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間期の概況

当中間期は、サブプライム問題が米国市場を中心に世界的に波及し始め世界経済に影響を与えていると考えられ

ます。中国、インド、ロシア市場の台頭が目覚しく、日本市場は安定から停滞へ向かっていると感じられます。

　このような状況のもと、当社は内部統制関連（Ｊ－ＳＯＸ対応、セキュリティ体制整備、ＩＳＯ２７００１取得、

ＩＴシステム整備等）に経営のパワーを向けざるを得ない状況にあります。日本国内を中心にグローバル（特に米

国）に対応しなければならず、人員、経費の投入を行っています。

　事業面では、採用市場が活発化し、ＣＣ（キャリア・コミュニケーション）事業の受注増加を見込み中間期に活

発に人員の採用を行いました。ＨＲＤ（ヒューマン・リソース・ディベロップメント）事業は、米国子会社の筆頭

副社長の退職、欧州子会社の再整備等がありましたが、日本、中国はじめアジア・パシフィックは順調に推移して

います。新規事業としてＴＭ（タレント・マネジメント）事業を開始し、積極的に投資を行っております。

　当中間期から「ＴＭ事業」を立ち上げ、「ＨＲＤ事業」、「ＣＣ事業」との３事業部門での事業及び損益管理を

行っています。このことから、当中間期より事業内容が類似する従来の「ＨＲＤ事業」と「ロイヤリティ」のセグ

メントを統合し、「ＨＲＤ事業」としました。

　当中間期の業績は下記の通りです。

②事業の種類別セグメント分析

（A）ＨＲＤ事業 

ＨＲＤ事業においては、「テクノロジー中心経営」、「グローバル経営」の二つを経営基本方針の柱とし、

ＨＰＩ（Human Performance Improvement）ソリューションの開発強化や成長地域への投資を積極的に行って

まいりました。

（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））

企業内研修中心のビジネススタイルからＨＰＩソリューション（統合人材開発ソリューション）サービス

への転換を推し進めてきた結果、新規顧客の獲得や大型案件の創出へとつなげることができました。同時に、

企業内における人材開発課題に焦点をあてた各種プロモーションなどマーケティング活動を積極的に取り入

れたため、アプローチ件数の拡大や案件創出の足掛かりとなりました。

（b）北米

アセスメントビジネスを継続して実施していますが、第一四半期は営業が出遅れたため営業トップ（筆頭

副社長の交代）の刷新を図り、第二四半期からは新しい営業トップのもと売上げ重視から受注重視の方針を

打ち出しビジネスマネジメントの強化を図りました。

 その結果、第二四半期は予算どおりとなりましたが、中間期では第一四半期の落ち込みをカバーできませ

んでした。

（c）欧州

自動車業界、医薬業界の顧客からの案件で納品の延期がありました。また、顧客仕様の案件が比較的多く

原価率が上昇しました。一方、新規市場への参入（ロシア、中東アジア、東欧）は実現できましたが、収益

獲得への貢献にはまだ至っておらず、今後の早期ビジネス立ち上げが課題であります。このようなことから

売上高および利益面では苦戦しました。一方、管理面では、セールスオートメーションの導入を完了し、よ

り営業効率、質の高い営業管理体制の基礎を固めました。

（d）中国

特に欧米系企業の中国進出が加速し、人材育成に投資意欲の高い企業を中心に案件が増大いたしました。

三拠点（香港・上海・北京）と日本本社、ＵＳソリューション部門との連携を強化し、さらなるビジネス拡

大への基盤作りを確立しました。

（e）アジア・パシフィック

インド子会社の設立作業は完了し、正式設立の認可待ち（平成19年10月認可）の状況となり、ビジネスイ

ンフラの整備に向けて具体的な活動に入りました。欧米企業を中心に具体的な案件も出始め、商談のクロー

ズに向けて活動を開始しました。韓国での合弁企業は引き続き順調にビジネスを伸ばし、自動車業界への新

規ビジネスの広がりが見え始めました。

この結果、ＨＲＤ事業は売上高22億８千万円、営業損失１千５百万円となりました。
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（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。とくに、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。

　当該事業は、今期からその名称をコーポレート・コミュニケーション事業からキャリア・コミュニケーショ

ン事業に改称し、採用広報のみならず、企業のコア人材採用に対する総合的なソリューション開発・提供に集

中する戦略にシフトしています。

　中間期は、翌年度の新卒採用系事業の準備段階にあたるため、この戦略転換を顧客に浸透するマーケティン

グ活動に注力しました。また、顧客との検収条件・タイミング等の見直しにより、当中間期売上高は前年同期

よりも縮小しております。

　しかしながら、主力の広報分野では、ＩＴ・通信業界をはじめ大手メーカー、金融業界、住宅業界からの新

規受注が増加しています。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、順調な受注と

なっています。

この結果、ＣＣ事業は売上高５億５千２百万円、営業損失１億６千５百万円となりました。

（C）ＴＭ事業 

新規事業としてのタレント・マネジメント事業は『組織の成長と成功の源泉である「人財」をその採用・配

置からパフォーマンスの向上・キャリア形成までの継続的な成長を支援する一連の「仕組み」を提供しま

す。』

　当中間期はソリューションの設計、開発、マーケティング活動を行う事で見込み客へのアプローチを開始し

ましたが、受注までには至りませんでした。

この結果、売上高は計上されず、営業損失２千７百万円となりました。

上記のほか営業外損益の区分では、営業外収益として１千万円を計上し、営業外費用として円高による為替差

損７百万円を含み３千万円を計上しました。

　特別損失として、投資有価証券の評価損８百万円を計上しました。

　また、当中間期に繰延税金資産の回収可能性につき、不確定性が生じたためその一部を取り崩し、法人税等調

整額に計上しています。

　なお、当中間期は上述のとおり、事業の種類別セグメントの変更（従来の「ＨＲＤ事業」と「ロイヤリティ」

を「ＨＲＤ事業」に統合）を行っているため前年同期比比較をおこなっておりません。変更内容の詳細、変更の

理由及び変更による影響については、セグメント情報をご参照ください。

　以上の結果、売上高28億３千３百万円（対前年同期比8.5%減）、営業損失４億５千２百万円（前年同期は営業利

益５千万円）、経常損失４億７千３百万円（前年同期は経常利益４千２百万円）、中間純損失３億９千５百万円

（前年同期は中間純利益１千９百万円）となりました。

③通期の見通し

中間期に引続き内部統制関連、事業管理システム、ＩＴシステム、セキュリティ等の導入およびシステム強化を

行い、グローバル経営の基盤を確立し、各事業の新しい発展を目指します。

（A）ＨＲＤ事業 

引き続き、ＨＰＩソリューションの開発強化や成長地域への投資を積極的に行っていくと同時に、海外にお

ける代理店セールスの拡大とアライアンスの推進を図ってまいります。

（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））

大型案件の増加に伴った社内体制の見直しにより、サービス品質を確保しながらさらなる案件創出ができ

る体制を確立します。ソリューションにおいては、マーケットのホットイシューであるリーダーシップやグ

ローバルの人材育成に重点を置きながら、新たに女性活用・活性化や理念浸透などのプログラム開発を積極

的に行ってまいります。また、中間期に引き続き、企業内における人材開発業務を包括的に請け負うＬＰＯ

(Learning Process Outsourcing)ビジネスを推進してまいります。

（b）北米

ビジネスマネジメントの強化を継続し、より精度の高いオペレーションを実施し、需要発掘のための様々

な施策（マーケティング資料の充実、ターゲットを絞ったキャンペーンの実施、WEBの活用など）を打ち出

します。また、エージェントのサポート強化策（教育、共同キャンペーン）を実行いたします。
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（c）欧州

コストマネジメントの徹底を図り、さらなる経営体質の刷新を図ります。セールスオートメーションの導

入に伴い、ビジネスマネジメントの質を高め営業効率の改善を実施し、前期に引き続き需要発掘のための活

動に注力します。

（d）中国

社内人材育成の徹底を図り、顧客のニーズにあったビジネス提案の実現の機会の増大を見込みます。日本

本社、グローバル資源の更なる有効活用を図るべく、定期的なコミュニケーションプロセスを確立・継続し

欧米企業、日系企業からのビジネス拡大を目指します。

（e）アジア・パシフィック

新しく参入するインドマーケットでのオペレーションを確固たるものにするべく資源（人・物・金）の投

入を加速し急速なビジネスの立ち上げを行います。アジアのエージェント（シンガポール、マレーシア、タ

イ）のビジネス拡販のサポート体制を強化し定期的なキャンペーンを計画・実施します。韓国での合弁企業

との連携を強め、新たな産業分野への参入（中間期の自動車業界に続き）を目指します。

（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１０５％レベルの受注状況です（当

中間期末現在）。また、１０月より㈱ＳＩＣの採用広報部門の営業を譲り受け、２０１０年度採用向けの下半

期受注分が、これに加わることになります。これにより、主力の採用広報分野では、一段と競争力・供給力を

高めることができ、通期では前期比１２０％の売上を見込んでおります。

　さらに、組織の拡充再編を行い、キャリア・ソリューション開発センターを設置し、選考プロセス設計やリ

クルータ・トレーニング分野のサービス提供を開始しました。また、ｅリクルーティング・サービスでも、お

もに運用サービスの拡充と業務改善を進め、顧客単価の拡大を図っています。今期中には、主力の採用広報事

業とｅリクルーティング事業、採用ソリューション事業の3事業体制を確立し、顧客の新卒採用向け総合ソ

リューション・プロバイダーとしてのラインアップが揃うことになります。

（C）ＴＭ事業 

タレント不足やリテンションが企業の課題となり、この課題解決の為の「従業員の活性化」、「キャリア計

画の支援」がますます重要になってきています。

 このような企業環境を背景として、

a) 組織の業績向上を狙いとしたパフォーマンス向上ソリューション

b) 人財のキャリア形成を目的とする人財マネジメント・ソリューション

を中心に営業活動を展開していく方針です。

 これらのソリューションは人事制度・キャリア開発に関するコンサルティング、管理者や対象となる従業員

の為のワークショップ及び最近注目されているＳａａＳ(Software as a Service：ソフトウェアの利用サービ

ス)の型で提供されるIT Platformから構成されます。

以上のことから、通期の見通しは連結売上高74億５千万円（対前期比4.7%増）、営業利益１億４千万円（対前期比

36.3%減）、経常利益１億３千万円（対前期比33.9%減）、当期純利益８千万円（対前年同期比38.6%減）を計画して

おります。

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド㈱ (9610) 平成 20 年３月期中間決算短信

－ 5 －



(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（資産の部）

　流動資産は、35億１千５百万円（前中間連結会計期間末39億５千３百万円）となり４億３千８百万円減少しまし

た。これは、主に、「受取手形及び売掛金」および「現金及び預金」の減少によるものです。

　固定資産は、12億５千８百万円（前中間連結会計期間末11億３千１百万円）となり１億２千７百万円増加しまし

た。

　有形固定資産は、２億８千９百万円（前中間連結会計期間末２億７千８百万円）となり１千万円増加しました。

これは、主に米国子会社における備品の増加によるものです。

　無形固定資産は、１億１千４百万円（前中間連結会計期間末１億１千２百万円）となり、２百万円増加しました。

これは、主に、ソフトウエアの取得による増加であります。

　投資その他の資産は、８億５千４百万円（前中間連結会計期間末７億４千万円）となり１億１千４百万円増加し

ました。これは、主に投資有価証券の増加によるものです。

　以上の結果、資産の部は47億７千３百万円（前中間連結会計期間末50億８千４百万円）となり、３億１千１百万

円減少しました。

（負債の部）

　流動負債は、21億２千４百万円（前中間連結会計期間末21億３千４百万円）となり９百万円減少しました。これ

は主に、増加要因として、前受金の増加、買掛金の増加、預り金の増加がありましたが、一方、減少要因として短

期借入金の減少、未払費用の減少等があり、減少要因が増加要因を上回ったことによるものです。

　固定負債は、４億６千９百万円（前中間連結会計期間末４億１千５百万円）となり５千４百万円増加しました。

これは、主に韓国子会社の転換社債型新株予約権付社債の発行によるものです。

　以上の結果、負債の部は25億９千４百万円（前中間連結会計期間末25億４千９百万円）となり４千５百万円増加

しました。

（純資産の部）

　純資産の部は、21億７千８百万円（前中間連結会計期間末25億３千５百万円）となり３億５千６百万円減少しま

した。これは主に中間期の赤字による利益剰余金の減少によるものです。

②キャッシュ・フロー

　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、収入として売上債

権の減少や前受金の増加による収入等がありましたが、一方、支出として税金等調整前中間純損失の計上のほか、

仕入債務の減少、配当金の支払い及び投資有価証券の取得による支出等があったことにより、前連結会計年度末に

比べ８億５千２百万円減少し、当中間連結会計期間末には、17億３千１百万円となりました。

（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、５億８千７百万円（対前年同期比128.8％増）とな

りました。この主な理由は、税金等調整前中間純損失４億７千万円及び仕入債務の減少額４億４千５百万円などに

よる減少額が、売上債権の減少額２億３千５百万円及び前受金の増加額１億１千３百万円などの増加額を超過した

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、１億９千３百万円（対前年同期比732.3%増）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１千万円がありましたが、支出として投資有価証

券の取得による支出１億円及び定期預金預入による支出５千万円があったこと等によるものであります。

（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、５千９百万円（対前年同期比26.1％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。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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います。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。

　株主配当については、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。

(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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２．企業集団の状況
 

  

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 
諮旬有限公司 

※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 

※※The First CS ｱｶ
ﾃﾞﾐｰ 
 

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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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、

(4）会社の対処すべき課題

　平成19年３月期決算短信（平成19年５月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.wlw.co.jp/

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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 2,057,566 1,781,651 2,584,611

２．受取手形及び売掛金 1,516,370 1,228,766 1,465,379

３．有価証券 26,154 16,211 16,180

４．たな卸資産 71,963 118,296 128,659

５．繰延税金資産 87,820 173,813 60,625

６．その他 231,102 233,598 207,451

７．貸倒引当金 △37,050 △37,264 △36,216

流動資産合計 3,953,925 77.8 3,515,071 73.6 4,426,689 78.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 208,617 227,630 225,138

減価償却累計額 51,350 157,267 66,792 160,838 58,872 166,266

(2）機械装置及び運搬
具

51,848 57,988 55,421

減価償却累計額 49,989 1,859 54,767 3,221 52,955 2,466

(3）工具器具及び備品 318,807 348,897 334,693

減価償却累計額 260,284 58,523 284,661 64,236 271,514 63,179

(4）土地 60,725 60,725 60,725

有形固定資産合計 278,374 289,020 292,636

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 104,397 98,248 107,653

(2）その他 7,878 16,347 5,369

無形固定資産合計 112,275 114,595 113,022

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 266,776 395,373 321,467

(2）繰延税金資産 90,225 65,633 83,220

(3）敷金・保証金 － 252,649 253,008

(4）その他 386,191 147,864 156,746

(5）貸倒引当金 △2,800 △6,901 △6,901

投資その他の資産合
計

740,392 854,618 807,540

固定資産合計 1,131,041 22.2 1,258,233 26.4 1,213,198 21.5

資産合計 5,084,966 100.0 4,773,304 100.0 5,639,887 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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 400,752 430,313 875,841

２．短期借入金 ※１ 1,034,631 924,949 900,000

３．未払金 52,623 46,481 63,305

４．未払消費税等 36,385 5,166 27,852

５．未払法人税等 34,300 25,054 23,320

６．未払賞与 93,321 94,673 149,888

７．未払費用 298,660 236,704 208,940

８．前受金 134,078 281,692 171,002

９．その他 49,563 79,676 75,795

流動負債合計 2,134,313 42.0 2,124,708 44.5 2,495,943 44.3

Ⅱ　固定負債

１．転換社債型新株予約
権付社債

－ 75,480 75,360

２．役員退職慰労引当金 381,500 381,500 381,500

３．その他 33,547 12,840 23,170

固定負債合計 415,047 8.1 469,820 9.9 480,030 8.5

負債合計 2,549,360 50.1 2,594,528 54.4 2,975,973 52.8

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 663,385 13.0 670,368 14.0 663,638 11.8

２．資本剰余金 498,139 9.8 505,122 10.6 498,392 8.8

３．利益剰余金 1,057,755 20.8 678,051 14.2 1,169,000 20.7

４．自己株式 △98 △0.0 △98 △0.0 △98 △0.0

株主資本合計 2,219,181 43.6 1,853,443 38.8 2,330,932 41.3

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 9,938 0.2 7,736 0.1

２．為替換算調整勘定 295,236 5.8 293,598 6.2 303,035 5.4

評価・換算差額等合計 299,624 5.9 303,536 6.4 310,771 5.5

Ⅲ　新株予約権 － － 3,264 0.0 3,212 0.1

Ⅳ　少数株主持分 16,801 0.4 18,533 0.4 18,999 0.3

純資産合計 2,535,606 49.9 2,178,776 45.6 2,663,914 47.2

負債純資産合計 5,084,966 100.0 4,773,304 100.0 5,639,887 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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 3,096,470 100.0 2,833,258 100.0 7,118,337 100.0

Ⅱ　売上原価 1,102,800 35.6 1,142,643 40.3 2,892,615 40.6

売上総利益 1,993,670 64.4 1,690,615 59.7 4,225,722 59.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,943,153 62.8 2,143,481 75.7 4,005,982 56.3

営業利益（△損失） 50,517 1.6 △452,866 △16.0 219,740 3.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 3,326 6,365 11,713

２．受取配当金 1,000 1,000 1,000

３．持分法による投資利
益

1,365 － －

４．保険解約返戻金 － 1,117 －

５．為替差益 1,932 － 7,662

６．雑収入 2,112 9,735 0.4 1,646 10,128 0.4 4,200 24,575 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 9,899 7,650 21,419

２．持分法による投資損
失

－ 8,061 17,213

３．投資事業組合損失 3,984 2,852 3,572

４．為替差損 － 7,065 －

５．雑損失 4,223 18,106 0.6 4,788 30,416 1.1 5,444 47,648 0.6

経常利益（△損失） 42,146 1.4 △473,154 △16.7 196,667 2.8

Ⅵ　特別利益

１．持分変動利益 － － 11,163

２．貸倒引当金戻入益 231 43 142

３. 過年度消費税修正益 5,744 － 5,744

４. 過年度使用料修正益 5,658 － 5,658

５. 過年度使用料返戻金 － 11,633 0.3 11,463 11,506 0.4 － 22,707 0.3

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 753 865 1,842

２．過年度売上修正損  10,000 － 10,000

３．投資有価証券評価損 － 10,753 0.3 8,000 8,865 0.3 4,300 16,142 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益（△
損失）

43,026 1.4 △470,513 △16.6 203,232 2.9

法人税、住民税及び事業
税

31,482 13,678 60,241

過年度法人税等 － 6,746 －

法人税等調整額 △7,659 23,823 0.8 △97,114 △76,690 △2.7 24,242 84,483 1.2

少数株主損失（△利益） △192 △0.0 △1,786 △0.1 11,507 0.1

中間（当期）純利益（△
損失）

19,011 0.6 △395,609 △14.0 130,256 1.8

 

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド㈱ (9610) 平成 20 年３月期中間決算短信

－ 12 －



(3) 中間連結株主資本等変動計算書

　前中間連結会計期間（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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　当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日　残高　　　
（千円）

663,638 498,392 1,169,000 △98 2,330,932

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 6,729 6,729   13,459

剰余金の配当（注）   △95,340  △95,340

中間純損失   △395,609  △395,609

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）

6,729 6,729 △490,949 － △477,489

平成19年９月30日　残高　 　　
　

（千円）
670,368 505,122 678,051 △98 1,853,443

評価・換算差額等

新株予約権
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19年３月31日　残高　　　　
　　

（千円）
7,736 303,035 310,771 3,212 18,999 2,663,914

中間連結会計期間中の変動額       

新株の発行      13,459

剰余金の配当（注）      △95,340

中間純損失      △395,609

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）

2,201 △9,437 △7,235 52 △466 △7,649

中間連結会計期間中の変動額合計
　               　（千円）

2,201 △9,437 △7,235 52 △466 △485,138

平成19年９月30日　残高
  （千円）

9,938 293,598 303,536 3,264 18,533 2,178,776

 （注）平成19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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　前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 253 253   506

剰余金の配当（注）   △95,320  △95,320

当期純利益   130,256  130,256

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
　　　（千円）

253 253 34,936 － 35,442

平成19年３月31日　残高　 　　
　

（千円）
663,638 498,392 1,169,000 △98 2,330,932

評価・換算差額等

新株予約権
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

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      506

剰余金の配当（注）      △95,320

当期純利益      130,256

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

4,325 13,990 18,315 3,212 2,390 23,917

連結会計年度中の変動額合計
　                　（千円）

4,325 13,990 18,315 3,212 2,390 59,359

平成19年３月31日　残高
  （千円）

7,736 303,035 310,771 3,212 18,999 2,663,914

 （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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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（△損
失）

43,026 △470,513 203,232

減価償却費 69,504 63,459 136,060

貸倒引当金の増加額 546 1,440 3,154

受取利息及び受取配当
金

△4,326 △7,365 △12,713

支払利息 9,899 7,650 21,419

持分法による投資損失
（△利益）

△1,365 8,061 17,213

固定資産除却損 753 865 1,842

投資有価証券評価損 － 8,000 4,300

投資事業組合損失 3,984 2,852 3,572

持分変動利益 － － △11,163

売上債権の減少額（△
増加額）

△22,461 235,652 38,832

たな卸資産の減少額
（△増加額）

△3,372 9,605 △59,271

その他資産の減少額
（△増加額）

△35,389 △23,595 △19,851

仕入債務の増加額（△
減少額）

△306,910 △445,736 163,680

未払金の増加額（△減
少額）

96,872 △44 8,628

前受金の増加額（△減
少額）

－ 113,859 39,667

その他負債の増加額
（△減少額）

△54,255 △74,520 12,745

その他 － 23 3,212

小計 △203,494 △570,307 554,558

利息及び配当金の受取
額

4,316 7,294 12,682

利息の支払額 △9,814 △7,738 △20,867

法人税等の支払額 △47,684 △16,489 △87,808

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△256,676 △587,240 458,565
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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

担保預金の返還による
収入

－ － 59,025

定期預金の預入による
支出

－ △50,000 －

有価証券の売却による
支出

－ － 9,995

投資有価証券の取得に
よる支出 

△10,000 △100,000 △87,258

投資事業組合分配金に
よる収入 

6,000 8,500 12,312

有形固定資産の取得に
よる支出

△9,355 △21,972 △44,919

ソフトウェアの取得に
よる支出

△20,683 △39,620 △69,714

敷金・保証金の差入れ
による支出 

－ － △43,578

敷金・保証金の返還に
よる収入 

－ 73 14,965

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 △1,000 △2,278

貸付金の回収による収
入

2,102 800 5,362

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△23,214 △193,219 △126,088
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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 15,260 24,949 △119,544

配当金の支払額 △95,320 △95,340 △95,320

少数株主への配当金の
支払額

－ △2,252 －

社債の発行による収入 － － 75,360

株式の発行による収入 － 13,459 506

少数株主からの払込に
よる収入

－ － 25,060

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△80,060 △59,183 △113,938

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

898 △13,318 8,404

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額（△減少額）

△359,052 △852,960 226,943

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

2,357,668 2,584,611 2,357,668

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※ 1,998,616 1,731,651 2,584,611
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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）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)

The First CS アカデミー(韓

国)

の４社であります。

(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)

The First CS アカデミー(韓

国)

の４社であります。

　なお、The First CS アカデ

ミー（韓国）は、平成19年１

月25日に設立したことにより、

当連結会計年度より持分法適

用の関連会社に含めておりま

す。

(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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

同　　　　左

(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）

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

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）　　　──────

(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

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

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。

（会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に

伴い、当中間連結会計期間よ

り、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更して

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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項　　目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（追加情報）

　当社は、法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。

　これによる損益に与える影

響は軽微であります。

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

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

定額法

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

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

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

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

(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
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項　　目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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。

(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。

同　　　　左 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。

(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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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。

　　　　　　────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

  当連結会計年度より、「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2,641,703千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

──────

（中間連結貸借対照表）

　「敷金・保証金」は、前中間連結会計期間末は、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が、

当中間連結会計期間末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、前中間連結会計期間末の「敷金・保証金」の金額

は224,972千円であります。

（中間連結損益計算書）

　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。

（中間連結損益計算書）

──────

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

　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。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

──────

────── 　営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増加

額」は、前中間連結会計期間は重要性が乏しいため「売上

債権の増加額」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、前中間連結会計期間の「売上債権の増加額」に含

まれている「前受金の増加額」は2,879千円であります。
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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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19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　　　　────── ※１　　　　──────

現金及び預金 58,950千円

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。

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 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 997,110千円

賞与 103,955千円

法定福利費 170,925千円

賃借料 204,898千円

支払手数料 75,897千円

貸倒引当金繰

入額

840千円

給与手当 1,833,697千円

賞与 255,456千円

法定福利費 334,970千円

賃借料 360,600千円

支払手数料 172,119千円

貸倒引当金繰

入額

6,106千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※２　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※２　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
703千円

工具器具及び

備品 
49千円

工具器具及び

備品 
865千円

建物及び構築

物
1,267千円

工具器具及び

備品
574千円

　３　減損会計におけるグルーピング

の方法

　３　減損会計におけるグルーピング

の方法

　３　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。

　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、ＴＭ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）

前中間連結会計期間（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（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 4,766,080 － － 4,766,080

合計 4,766,080 － － 4,766,080

 自己株式     

 　　普通株式 60 － － 60

合計 60 － － 60

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

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 4,767,080 26,600 － 4,793,680

合計 4,767,080 26,600 － 4,793,680

 自己株式     

 　　普通株式 60 － － 60

合計 60 － － 60

　（注）普通株式の発行済株式の株式数の増加26,600株は、ストック・オプションの行使による増加であります。
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高（千
円）

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

 提出会社  平成14年新株予約権

（ストック・オプション）
 普通株式 － － － － －

 平成17年新株予約権

（ストック・オプション）

（注）

 普通株式 － － － － 3,264

 合計  － － － － － 3,264

（注）米国子会社役員に付与した新株予約権（ストック・オプション）を米国会計基準に基づいて計上したものであり

ます。

３．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19年６月27日

定時株主総会
普通株式 95,340 20  平成19年３月31日  平成19年６月28日

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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（株）

当連結会計年度増加

株式数（株）

当連結会計年度減少

株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 4,766,080 1,000 － 4,767,080

合計 4,766,080 1,000 － 4,767,080

 自己株式     

 　　普通株式 60 － － 60

合計 60 － － 60
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社  平成14年新株予約権

（ストック・オプション）
 普通株式 － － － － －

 平成17年新株予約権

（ストック・オプション）

（注）１、２

 普通株式 － － － － 3,212

 合計  － － － － － 3,212

（注）１．米国子会社役員に付与した新株予約権（ストック・オプション）を米国会計基準に基づいて計上したもので

あります。

２．平成17年度新株予約権（ストック・オプション）は権利行使期間の初日が到来しておりません。

３．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28日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 95,340 利益剰余金 20  平成19年３月31日  平成19年６月28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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

 （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 1,781,651

預入期間が３か月を超

える定期預金及び担保

預金等

△50,000

現金及び現金同等物 1,731,651

 （千円)

現金及び預金勘定 2,584,611

預入期間が３か月を超

える定期預金及び担保

預金

－

現金及び現金同等物 2,584,611
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（リース取引関係）

 中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

前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

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額（千円）

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

当中間連結会計期間末（平成19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 11,371 809

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 10,562 11,371 809
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額（千円）

マネー・マネージメント・ファンド 16,123

その他投資信託他 88

非上場株式 52,700

投資事業組合 282,511

前連結会計年度末（平成19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 11,532 970

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 10,562 11,532 970

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券 連結貸借対照表計上額（千円）

マネー・マネージメント・ファンド 16,093

その他投資信託他 87

非上場株式 60,700

投資事業組合 189,989

（デリバティブ取引関係）

 中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示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。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

ＨＲＤ事業
（千円）

ＣＣ事業
（千円）

ＴＭ事業
（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 2,280,575 552,683 － 2,833,258 － 2,833,258

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － －

計 2,280,575 552,683 － 2,833,258 － 2,833,258

営業費用 2,296,265 718,085 27,064 3,041,414 244,710 3,286,124

営業利益（損失） (15,690) (165,402) (27,064) (208,156) (244,710) (452,866)

　（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）ＴＭ事業　人材採用のためのアセスメントや社員の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

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244,710千円であり、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。
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４．事業区分の変更

　　従来、「ロイヤリティ」は単独のセグメントとして表示しておりましたが、当中間連結会計期間より、

「ＨＲＤ事業」に統合しております。

　この変更は、従来、「ＨＲＤ事業」は、当社グループがみずから販売したセミナーの実施に係る損益（プロ

グラム実施許諾料、インストラクション、セミナールーム賃貸等）、社員研修プログラムの設計及び開発に係

る損益、組織における人間関係や能力についての調査に係る損益を表示する一方、「ロイヤリティ」は、

Distributorからの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売上高に一定の比率を

乗じて徴収するロイヤリティを表示しており、販売ルートの違いによりセグメントを分けて管理しておりまし

たが、当期から新たに「ＴＭ事業」を立ち上げ、「ＨＲＤ事業」、「ＣＣ事業」との３本柱での事業及び損益

管理を行うこととしたことから、事業内容が類似する「ＨＲＤ事業」と「ロイヤリティ」を統合し、一本化し

た業績管理を推進することとしたものであります。

　これに伴い「ＨＲＤ事業」と「ロイヤリティ」とに共通的に発生し配賦不能の全社費用としていた海外子会

社の営業費用（管理部門に係る費用）については、「ＨＲＤ事業」の営業費用に賦課することとしておりま

す。

　なお、前中間連結会計期間と同様の事業区分によった場合、当中間連結会計期間のセグメント情報は次のよ

うになります。

ＨＲＤ事業
（千円）

ＣＣ事業
（千円）

ＴＭ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 2,248,381 552,683 － 32,194 2,833,258 － 2,833,258

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 2,248,381 552,683 － 32,194 2,833,258 － 2,833,258

営業費用 2,162,488 718,085 27,064 － 2,907,637 378,487 3,286,124

営業利益（損失） 85,893 (165,402) (27,064) 32,194 (74,379) (378,487) (452,866)
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前連結会計年度（自　平成18年３月31日　至　平成19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 4,909,068 2,120,621 88,648 7,118,337 － 7,118,337

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － －

計 4,909,068 2,120,621 88,648 7,118,337 － 7,118,337

営業費用 4,236,108 1,906,436 － 6,142,544 756,053 6,898,597

営業利益 672,960 214,185 88,648 975,793 (756,053) 219,740

　（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756,053千円であり、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。
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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

1,462,751 789,915 215,802 127,715 237,075 2,833,258 － 2,833,258

(2）

 

 

セグメン

ト間の内

部売上高

148,806 175,949 33,676 9,998 3,553 371,982 (371,982) －

計 1,611,557 965,864 249,478 137,713 240,628 3,205,240 (371,982) 2,833,258

営業費用 1,714,888 1,049,829 301,249 122,036 230,653 3,418,655 (132,531) 3,286,124

営業利益

（損失）
(103,331) (83,965) (51,771) 15,677 9,975 (213,415) (239,451) (452,866)

　（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244,710千円であり、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．会計方針の変更

　　事業の種類別セグメントの区分を変更したことに伴い、これまで配賦不能の全社費用としていた子会社の管

理部門に係る費用は、各々の子会社が属する地域の営業費用に賦課することといたしました。

　この結果、従来の方法によった場合に比較して「国内」、「北米」、「欧州」、「中国」、「アジア・パシィ

フィック」の営業費用はそれぞれ4,500千円、77,593千円、20,626千円、10,525千円、20,533千円増加し、営業

利益はそれぞれ同額減少しております。なお、「消去又は全社」の営業利益は133,777千円増加しております。
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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

4,067,933 1,743,505 594,481 305,842 406,576 7,118,337 － 7,118,337

(2）

 

セグメン

ト間の内

部売上高

312,696 418,737 12,561 18,140 7,314 769,448 (769,448) －

計 4,380,629 2,162,242 607,042 323,982 413,890 7,887,785 (769,448) 7,118,337

営業費用 3,828,343 1,879,077 600,669 261,753 357,755 6,927,597 (29,000) 6,898,597

営業利益

（損失）
552,286 283,165 6,373 62,229 56,135 960,188 (740,448) 219,740

　（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。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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） 791,379 226,000 127,715 240,834 1,385,928

Ⅱ　連結売上高（千円）     2,833,258

Ⅲ　海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％）

27.9 8.0 4.5 8.5 48.9

　（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18年４月１日　至　平成19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） 1,739,916 599,840 308,009 421,247 3,069,012

Ⅱ　連結売上高（千円）     7,118,337

Ⅲ　海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％）

24.5 8.4 4.3 5.9 43.1

　（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。

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド㈱ (9610) 平成 20 年３月期中間決算短信

－ 35 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

      528円49銭          449円97銭             554円16銭

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

     3円99銭       82円72銭      27円33銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額

  3円96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。

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額

     27円19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18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,535,606 2,178,776 2,663,914

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円）
16,801 21,797 22,211

（うち新株予約権） － (3,264) (3,212)

（うち少数株主持分） (16,801) (18,533) (18,999)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（千円）
2,518,805 2,156,979 (2,641,703)

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 4,793,620 4,767,020

　　　　２．１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。

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

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（△損失）（千円） 19,011 △395,609 130,256

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（△

損失）（千円）
19,011 △395,609 130,256

期中平均株式数（株） 4,766,020 4,782,502 4,766,094

 

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） 28,762 － 24,467

（うち新株予約権） (28,762) － (24,467)

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）。

（注） 

平成14年６月24日定時

株主総会決議による新

株予約権（新株予約権

の数210個）。（注）

平成17年６月28日定時

株主総会決議による新

株予約権（新株予約権

の数1,320個）。

新株予約権１種類（新

株予約権の数320個）。

（注） 

　（注）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。

（当中間連結会計期間）（自　平成19年４月１日　至　平成19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18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19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  1,661,768 1,354,411 2,017,304

２．受取手形 1,249 1,333 7,598

３．売掛金 991,615 815,874 1,021,086

４．有価証券 26,067 16,123 16,093

５．たな卸資産 29,166 29,349 61,625

６．前払費用 130,346 129,456 131,744

７．繰延税金資産 87,342 172,750 59,449

８．短期貸付金 85,493 47,774 21,339

９．その他 ※３ 81,764 53,830 40,395

10．貸倒引当金 △23,257 △31,757 △25,457

流動資産合計 3,071,558 71.6 2,589,146 66.4 3,351,179 72.2

Ⅱ．固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物  150,009 148,604 152,599

２．工具器具及び備品 23,607 23,248 22,586

３．土地  60,725 60,725 60,725

有形固定資産合計 234,342 232,578 235,910

(2）無形固定資産 98,486 110,169 108,770

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 266,775 346,582 262,222

２．関係会社株式 174,585 194,578 226,724

３．関係会社長期貸付
金

35,084 32,928 35,006

４．繰延税金資産 115,214 92,362 107,178

５．敷金・保証金 － 219,122 219,212

６．その他 333,538 126,803 134,629

７．貸倒引当金 △37,884 △44,284 △37,884

投資その他の資産合
計

887,314 968,093 947,090

固定資産合計 1,220,143 28.4 1,310,842 33.6 1,291,771 27.8

資産合計 4,291,701 100.0 3,899,988 100.0 4,642,950 100.0
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前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19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 238,988 278,632 674,248

２．短期借入金 947,160 900,000 900,000

３．未払金 81,328 99,223 66,734

４．未払消費税等 ※３ 17,757 － 20,301

５．未払法人税等 23,000 4,265 12,665

６．未払費用 292,254 210,086 220,909

７．前受金 45,930 72,799 27,688

８．その他 22,870 47,881 41,217

流動負債合計 1,669,289 38.9 1,612,888 41.3 1,963,765 42.3

Ⅱ．固定負債

１．役員退職慰労引当金 381,500 381,500 381,500

２．債務保証損失引当金 15,036 － －

３．その他  18,392 3,427 10,771

固定負債合計 414,928 9.7 384,927 9.9 392,271 8.4

負債合計 2,084,218 48.6 1,997,815 51.2 2,356,036 50.7

（純資産の部）

Ⅰ．株主資本

１．資本金 663,385 15.4 670,368 17.2 663,638 14.3

２．資本剰余金

（1）資本準備金 498,139 505,122 498,392

資本剰余金合計 498,139 11.6 505,122 12.9 498,392 10.7

３．利益剰余金

（1）利益準備金 86,671 86,671 86,671

（2）その他利益剰余金

繰越利益剰余金 954,996 630,170 1,030,573

利益剰余金合計 1,041,668 24.3 716,842 18.4 1,117,245 24.1

４．自己株式 △98 △0.0 △98 △0.0 △98 △0.0

株主資本合計 2,203,095 51.3 1,892,234 48.5 2,279,177 49.1

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 9,938 0.3 7,736 0.2

評価・換算差額等合計 4,388 0.1 9,938 0.3 7,736 0.2

純資産合計 2,207,483 51.4 1,902,173 48.8 2,286,914 49.3

負債純資産合計 4,291,701 100.0 3,899,988 100.0 4,642,950 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 1,702,299 100.0 1,578,166 100.0 4,314,610 100.0

Ⅱ．売上原価 601,984 35.4 678,265 43.0 1,913,100 44.3

売上総利益 1,100,314 64.6 899,901 57.0 2,401,509 55.7

Ⅲ．販売費及び一般管理
費

1,088,825 63.9 1,260,181 79.8 2,284,956 53.0

営業利益（△損
失）

11,488 0.7 △360,280 △22.8 116,552 2.7

Ⅳ．営業外収益 ※１ 23,968 1.4 12,615 0.8 50,623 1.2

Ⅴ．営業外費用 ※２ 11,880 0.7 19,599 1.3 21,150 0.5

経常利益（△損
失）

23,577 1.4 △367,264 △23.3 146,025 3.4

Ⅵ．特別利益 ※３ 11,504 0.7 11,463 0.7 11,403 0.3

Ⅶ．特別損失 ※４ 81,208 4.8 40,145 2.5 71,121 1.7

税引前中間(当期)
純利益（△純損
失）

△46,126 △2.7 △395,946 △25.1 86,307 2.0

法人税、住民税及
び事業税

23,539 2,365 46,766

過年度法人税等 － 6,745 －

法人税等調整額 △14,034 9,505 0.6 △99,995 △90,885 △5.8 19,596 66,362 1.5

中間(当期)純利益
（△純損失）

△55,631 △3.3 △305,062 △19.3 19,945 0.5

 

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド㈱ (9610) 平成 20 年３月期中間決算短信

－ 40 －



(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰
余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
663,385 498,139 498,139 86,671 1,105,948 1,192,620 △98 2,354,046

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △95,320 △95,320  △95,320

中間純損失     △55,631 △55,631  △55,631

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

        

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 （千円）
－ － － － △150,951 △150,951 － △150,951

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
663,385 498,139 498,139 86,671 954,996 1,041,668 △98 2,203,095

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
3,411 3,411 2,357,458

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △95,320

中間純損失   △55,631

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

976 976 976

中間会計期間中の変動額　合計

　　　　 （千円）
976 976 △149,974

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
4,388 4,388 2,207,483

 （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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰
余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成19年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
663,638 498,392 498,392 86,671 1,030,573 1,117,245 △98 2,279,177

中間会計期間中の変動額

新株の発行 6,729 6,729 6,729     13,459

剰余金の配当（注）     △95,340 △95,340  △95,340

中間純損失     △305,062 △305,062  △305,062

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

        

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 （千円）
6,729 6,729 6,729 － △400,402 △400,402 － △386,943

平成19年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
670,368 505,122 505,122 86,671 630,170 716,842 △98 1,892,234

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
7,736 7,736 2,286,914

中間会計期間中の変動額

新株の発行   13,459

剰余金の配当（注）   △95,340

中間純損失   △305,062

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

2,201 2,201 2,201

中間会計期間中の変動額　合計

　　　　 （千円）
2,201 2,201 △384,741

平成19年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
9,938 9,938 1,902,173

 （注）平成19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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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰
余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
663,385 498,139 498,139 86,671 1,105,948 1,192,620 △98 2,354,046

事業年度中の変動額

新株の発行 253 253 253     506

剰余金の配当（注）     △95,320 △95,320  △95,320

当期純利益     19,945 19,945  19,945

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
        

事業年度中の変動額　合計　　

　　 （千円）
253 253 253 － △75,375 △75,375 － △74,869

平成19年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
663,638 498,392 498,392 86,671 1,030,573 1,117,245 △98 2,279,177

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
3,411 3,411 2,357,458

事業年度中の変動額

新株の発行   506

剰余金の配当（注）   △95,320

当期純損失   19,945

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
4,325 4,325 4,325

事業年度中の変動額　合計　　

　　 （千円）
4,325 4,325 △70,544

平成19年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
7,736 7,736 2,286,914

 （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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　　目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

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）

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　　　　左

その他有価証券

時価のあるもの

同　　　　左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　　　　左

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

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）

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、

持分相当額を純額で取り込

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

投資事業有限責任組合に関す

る会計処理

同　　　　左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同　　　　左

(2）　　　──────

(3）たな卸資産

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

(3）たな卸資産

同　　　　左

(3）たな卸資産

同　　　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

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）については定額

法）を採用しております。

(1）有形固定資産

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）については定額

法）を採用しております。

(1）有形固定資産

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）については定額

法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 24～50年

工具器具及び

備品
５～15年

建物 24～50年

工具器具及び

備品
５～15年

建物 24～50年

工具器具及び

備品
５～15年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。

　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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項　　目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した

資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上してお

ります。

　これによる損益に与える影

響は軽微であります。

(2）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。

(2）無形固定資産

同　　　　左 

(2）無形固定資産

同　　　　左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため一般債権について

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。

(1）貸倒引当金

同　　　　左

(1）貸倒引当金

同　　　　左

(2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、当中間会計期間末の退職

給付引当金残高はありません。

(2）退職給付引当金

同　　　　左

(2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、当事業年度末の退職給付

引当金残高はありません。

(3）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。このため当中間会計期

間の新たな繰り入れは行ってお

りません。

(3）役員退職慰労引当金

同　　　　左

(3）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。このため当事業年度の新

たな繰り入れは行っておりませ

ん。
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項　　目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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。

────── ──────

 

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

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。

同　　　　左 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

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。

５．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．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同　　　　左

(1）消費税等の会計処理

同　　　　左
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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

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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2,207,483千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

　　　　　　──────　 （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）　　　　　　　

  当事業年度より、「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2,286,914千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

規則により作成しております。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

―――――― （中間貸借対照表）

　「敷金・保証金」は、前中間期末は、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が、当中間期末

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、前中間期末の「敷金・保証金」の金額は189,524

千円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

99,410千円 113,164千円 104,647千円

　２　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。

　２　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。

　２　　　　  ───────

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

保証先
ウィルソン・ラーニングEuropa　Ｌ
ＴＤ．

保証額
23,423千円

（　100,000ポンド）

内容 借入債務

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、未払消費税等として表示してお

ります。

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

※３　　　　  ───────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主なものは次

のとおりであります。

※１　営業外収益のうち主なものは次

のとおりであります。

※１　営業外収益のうち主なものは次

のとおりであります。

受取利息 2,887千円

受取配当金 9,280千円

受入業務指導料 3,785千円

為替差益 6,721千円

受取利息 4,116千円

受取配当金 3,752千円

受入業務指導料 2,011千円

受取利息 6,975千円

受取配当金 21,037千円

受入業務指導料 7,309千円

為替差益 13,836千円

※２　営業外費用のうち主なものは次

のとおりであります。

※２　営業外費用のうち主なものは次

のとおりであります。

※２　営業外費用のうち主なものは次

のとおりであります。

支払利息 7,823千円

投資事業組合損

失

3,984千円

支払利息 7,595千円

投資事業組合損

失

2,852千円

貸倒引当金繰入

額

6,400千円

支払利息 16,366千円

投資事業組合損

失

3,572千円

※３　特別利益のうち主なものは次の

とおりであります。

※３　特別利益のうち主なものは次の

とおりであります。

※３　特別利益のうち主なものは次の

とおりであります。

貸倒引当金戻

入益
100千円

過年度消費税

修正益
5,744千円

過年度使用料

修正益
5,658千円

過年度使用料

返戻額
11,463千円

過年度消費税

等
5,744千円

過年度使用料

修正益
5,658千円

※４　特別損失のうち主なものは次の

とおりであります。

※４　特別損失のうち主なものは次の

とおりであります。

※４　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

関係会社株式

評価損
32,145千円

投資有価証券

評価損
8,000千円

建物除却損 1,267千円

工具器具及び

備品除却損
235千円

貸倒引当金繰

入額
45,281千円

過年度売上修

正損
10,000千円

関係会社株式

評価損
10,036千円

投資有価証券

評価損
4,300千円

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 8,329千円

無形固定資産 31,436千円

有形固定資産 8,517千円

無形固定資産 37,600千円

有形固定資産 17,305千円

無形固定資産 67,466千円

　６　減損会計におけるグルーピング

の方法

　６　減損会計におけるグルーピング

の方法

　６　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、事業の

種類別（ＨＲＤ事業、ＣＣ事業）

の区分によりグループ化を行っ

ております。

　なお、減損損失は計上してお

りません。

 グルーピングの方法は、事業の

種類別（ＨＲＤ事業、ＣＣ事業、

ＴＭ事業）の区分によりグルー

プ化を行っております。

　なお、減損損失は計上してお

りません。

　グルーピングの方法は、事業の

種類別セグメント（ＨＲＤ事業、

ＣＣ事業）の区分によりグループ

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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（中間株主資本等変動計算書関係）

 前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

　　株式数（株）

当中間会計期間減少

　　株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 普通株式 60 － － 60

 　　　　合計 60 － － 60

 当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

　　株式数（株）

当中間会計期間減少

　　株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 普通株式 60 － － 60

 　　　　合計 60 － － 60

 前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加株式

数（株）

当事業年度減少株式

数（株）

当事業年度末株式数

（株）

 普通株式 60 － － 60

 　　　　合計 60 － － 60

（リース取引関係）

 中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド㈱ (9610) 平成 20 年３月期中間決算短信

－ 50 －



（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

     463円17銭         396円81銭             479円74銭

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

     11円67銭        63円79銭          4円18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。

　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。

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額

         4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。

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,207,483 1,902,173 2,286,914

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円）
－ － －

（うち新株予約権） （－） （－） （－） 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（千円）
2,207,483 1,902,173 2,286,914

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 4,793,620 4,767,020

　　　　２．１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。

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

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）（千

円）
△55,631 △305,062 19,945

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（△

純損失）（千円）
△55,631 △305,062 19,945

期中平均株式数（株） 4,766,020 4,782,502 4,766,094

 

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） － － 24,467

（うち新株予約権） （－） （－） （24,467） 

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）。

（注）

新株予約権２種類（新

株予約権の数2,001個）。

平成14年６月24日定時

株主総会決議による新

株予約権（新株予約権

の数210個）。（注）

平成17年６月28日定時

株主総会決議による新

株予約権（新株予約権

の数1,320個）。

新株予約権１種類（新

株予約権の数320個）。

（注）

　（注）中間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。

（当中間会計期間）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

（前事業年度）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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