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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。 

２．第24期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、１株当たり中間純損失が計上されているため記載して

おりません。 

３．第26期中より「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）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）を適用しておりま

す。 

回次 第24期中 第25期中 第26期中 第24期 第25期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（千円） 2,570,149 3,030,904 3,096,470 6,362,200 6,812,853 

経常利益（△損失）（千円） △153,429 75,079 42,146 266,372 291,189 

中間（当期）純利益（△純損失）

（千円） 
△110,488 98,913 19,011 210,552 235,381 

純資産額（千円） 2,069,969 2,415,107 2,535,606 2,392,014 2,587,945 

総資産額（千円） 4,618,877 5,053,458 5,084,966 5,425,785 5,406,107 

１株当たり純資産額（円） 436.64 509.45 528.49 504.58 543.00 

１株当たり中間（当期）純利益 

（△純損失）（円） 
△23.42 20.86 3.99 44.52 49.62 

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益（円） 
－ 20.78 3.96 44.29 49.16 

自己資本比率（％） 44.8 47.8 49.5 44.1 47.9 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（千円） 
△83,350 43,525 △256,676 517,221 539,411 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（千円） 
258,322 34,550 △23,214 235,809 29,630 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（千円） 
△333,031 △116,205 △80,060 △404,639 △158,209 

現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高（千円） 
1,430,381 1,906,756 1,998,616 1,944,951 2,357,668 

従業員数（外、平均臨時雇用者

数）（人） 

289 

(20)

289 

(25)

288 

(22)

283 

(18)

274 

(25)



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第26期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、１株当たり中間純損失が計上されているため記載して

おりません。 

回次 第24期中 第25期中 第26期中 第24期 第25期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（千円） 1,525,915 1,647,195 1,702,299 4,093,239 4,069,768 

経常利益（△損失）（千円） △19,222 16,130 23,577 224,459 186,430 

中間（当期）純利益（△純損失）

（千円） 
977 47,273 △55,631 164,188 147,003 

資本金（千円） 656,959 656,959 663,385 656,959 663,385 

発行済株式総数（株） 4,740,680 4,740,680 4,766,080 4,740,680 4,766,080 

純資産額（千円） 2,123,813 2,244,571 2,207,483 2,288,149 2,357,458 

総資産額（千円） 4,075,883 4,365,236 4,291,701 4,756,948 4,656,750 

１株当たり純資産額（円） 448.00 473.48 463.17 482.67 494.64 

１株当たり中間（当期）純利益

（△純損失）（円） 
0.21 9.97 △11.67 34.71 30.99 

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益（円） 
0.21 9.93 － 34.54 30.70 

１株当たり配当額（円） － － － 20.00 20.00 

自己資本比率（％） 52.1 51.4 51.4 48.1 50.6 

従業員数（外、平均臨時雇用者

数）（人） 

146 

(17)

144 

(20)

148 

(14)

143 

(12)

138 

(20)



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しており

ます。 

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に属している

ものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数には、契約社員（６名）を含めておりますが、関係会社（米国）への出向者１名は含まれておりませ

ん。また、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従   業   員   数 （人） 

ＨＲＤ事業 210 (17) 

ＣＣ事業 52 (3) 

全社（共通） 26 (2) 

合計 288 (22) 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 148 (14) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

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。 

1.事業の種類別セグメントの業績 

(イ) ＨＲＤ事業 

 ＨＲＤ事業戦略として日本を含む各国で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。 

 このような状況下、海外においては、ハイテク業界、医薬業界、自動車業界からの受注は順調に推移し

ました。 

国内においては、医薬業界、金融業界からの受注は順調に推移いたしましたが、売上の計上は下期とな

りました。 

 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98.3％）、営業利益２億９千８百万

円（対前年同期比87.9％）となりました。 

(ロ) 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、前年同期比120％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115.5％）、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。 

(ハ) 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ました。 

 この結果、売上高は４千７百万円（対前年同期比157.1％）、営業利益４千７百万円（対前年同期比

157.1％）となりました。 



2.所在地別セグメントの業績 

(イ) 国内 

 ＨＲＤ事業は、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。 

 ＣＣ事業は、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、前年同期比120％超の

受注となっています。 

 この結果、売上高17億２千９百万円（対前年同期比103.0％）、営業利益２億６百万円（対前年同期比

103.0％）となりました。 

(ロ) 北米 

 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。 

 この結果、売上高10億５千１百万円（対前年同期比103.6％）、営業利益１億３百万円（対前年同期比

145.8％）となりました。 

(ハ) 欧州 

 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。 

 この結果、売上高３億円（対前年同期比82.0％）、営業利益１千７百万円（対前年同期比31.7％）とな

りました。 

(ニ) 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。 

 この結果、売上高１億６千７百万円（対前年同期比130.4％）、営業利益５千２百万円（対前年同期比

140.0％）となりました。 

(ホ) アジア・パシィフィック 

 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。 

 この結果、売上高１億８千万円（対前年同期比126.9％）、営業利益７百万円（前年同期は営業損失１千

万円）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102.2％）、営業利益５千万円（対前年同期比

65.7％）、経常利益４千２百万円（対前年同期比56.1％）、中間純利益１千９百万円（対前年同期比

19.2％）となりました。 



(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９千６百万円などによる増加額を超

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、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。 

（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68.9％）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。 



２【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。 

 （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。 

 （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。 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

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 

事業の種類別セグメントの名称 

金額 

受注高（千円） 
前年同期比 
（％） 

受注残高 
（千円） 

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 

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 



５【研究開発活動】 

 当社グループは、ＨＲＤ事業を中心に研究開発活動を行っております。 

 ＨＲＤ事業は、その中心となるスキルベースの研修プログラム、アセスメント・メジャメントプログラムの基礎

研究を米国子会社であるウィルソン・ラーニング ワールドワイド インク（以下ＷＬＷ社という）で行っており

ます。具体的にはＷＬＷ社は研修プログラムおよびリサーチプログラムの基礎となる人間の言動・心理に関する基

礎研究を行っております。また、ＷＬＷ社の研究成果はＨＲＤ事業に寄与するだけでなく、ロイヤリティの源泉と

もなっております。 

 当中間連結会計期間における研究成果等は以下の通りです。なお、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は

65,182千円となっております。 

 当社グループの主要顧客の関心が従来の研修コース実施からパフォーマンス向上（ＨＰＩ：Human Performance 

Improvment）にシフトしてきております。このような状況下、当社グループの研究開発は新規の研修コースだけで

はなく、パフォーマンス向上に向けた調査・測定プログラムの充実、実践的なコース開発、学んだことを職場で応

用するためのツール開発およびマネジメントのコーチを中心に行いました。 

 主な開発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 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

   当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

  当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注） 「提出日現在発行数」欄には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。  

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成14年６月24日定時株主総会決議 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 17,230,720 

計 17,230,720 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 4,766,080 4,766,080 ジャスダック証券取引所 － 

計 4,766,080 4,766,080 － － 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 501 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50,100 同左 

新株予約権の行使時の１株当たりの払込金額（円） 506 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年６月25日 

至 平成19年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  506 

資本組入額 253 
同左 

新株予約権の行使の条件 

・権利行使時において、

当社の取締役または従

業員であることを要す

る。 

・その他の条件について

は、本株主総会および

取締役会決議に基づ

き、当社の対象の取締

役および従業員との間

で締結する新株予約権

割当契約に定めるとこ

ろによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

・新株予約権の譲渡、質

入その他の処分および

相続は認めない。 

同左 

代用払込みに関する事項  － －  



② 平成17年６月28日定時株主総会決議 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,500 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 150,000 同左 

新株予約権の行使時の１株当たりの払込金額（円） 695 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年６月29日 

至 平成22年６月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  695 

資本組入額 347.50 
同左 

新株予約権の行使の条件 

・権利行使時において、

当社及び子会社の取締

役または従業員である

ことを要する。 

・その他の条件について

は、本株主総会および

取締役会決議に基づ

き、当社の対象の取締

役および従業員との間

で締結する新株予約権

割当契約に定めるとこ

ろによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

・新株予約権の譲渡、質

入その他の処分および

相続は認めない。 

同左 

代用払込みに関する事項  － －  

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年４月１日～ 

平成18年９月30日  
－ 4,766,080 － 663,385 － 498,139 



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、以下のとおりであります。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式数（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、200株（議決権の数２個）含ま

れております。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

森 捷三 兵庫県神戸市東灘区 906 19.01 

サンウッド株式会社 
兵庫県神戸市東灘区西岡本２丁目７－２－

1121 
750 15.75 

株式会社ジャフコ 東京都千代田区丸の内１丁目８－２ 200 4.22 

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６－６日本生

命証券管理部内 
179 3.76 

竹田 和平 愛知県名古屋市天白区 125 2.62 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 91 1.93 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 86 1.81 

野村信託銀行株式会社 信託

口 
東京都千代田区大手町２丁目２－２ 83 1.74 

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベ

ンチャーズ株式会社 
東京都中央区京橋１丁目２番１号 65 1.36 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 64 1.35 

計 － 2,552 53.55 

野村信託銀行株式会社 83千株

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,764,400 47,644 － 

単元未満株式 普通株式   1,680 － － 

発行済株式総数      4,766,080  － － 

総株主の議決権 － 47,644 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）退任役員 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年４月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 

最高（円） 880 810 860 827 743 710 

最低（円） 789 710 660 680 682 680 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 市場開拓担当 吉﨑 和宣 平成18年７月24日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）並びに当中間連結会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸

表及び中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【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 

            
 



  
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 

 



  
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
（％）

（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  － － 

            



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 

            



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 

       



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） 

 （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。 

  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



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 

 



  

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 

 



  

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 

      



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。 

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。 

 



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．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

  

 



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。 

 



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 



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。 

 ────── 



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） 

 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） 

 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）  

 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）  

 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。 



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Ｗ

ＬＣ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。 

 



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、

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、ＷＬＣ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。 

  （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。 

   



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。 



（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 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
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 

（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

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） 

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） 

 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 

 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 

 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 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

機械装置及
び運搬具 

3,728 2,796 932 

工具器具及
び備品 

23,431 11,625 11,805 

ソフトウェ
ア 

220,336 113,010 107,325 

合計 247,495 127,432 120,062 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

機械装置及
び運搬具 

4,219 117 4,102 

工具器具及
び備品 

23,603 8,481 15,121 

ソフトウェ
ア 

168,423 87,266 81,157 

合計 196,247 95,865 100,381 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

機械装置及
び運搬具 

3,728 3,417 310 

工具器具及
び備品 

32,503 14,724 17,778 

ソフトウェ
ア 

168,423 59,195 109,227 

合計 204,655 77,338 127,316 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 

  

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 61,629千円 

１年超 60,408千円 

合計 122,038千円 

１年内 57,329千円 

１年超 44,931千円 

合計 102,260千円 

１年内 60,803千円 

１年超 68,234千円 

合計 129,038千円 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 43,876千円 

減価償却費相当額 41,645千円 

支払利息相当額 2,183千円 

支払リース料 32,742千円 

減価償却費相当額 31,155千円 

支払利息相当額 1,745千円 

支払リース料 84,896千円 

減価償却費相当額 80,646千円 

支払利息相当額 3,948千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同    左 

５．利息相当額の算定方法 

同    左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

（減損損失について） 

同    左 

（減損損失について）  

同    左 



（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 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

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 11,319 757 

その他 － － － 

(3）その他 10,150 13,566 3,416 

合計 20,712 24,885 4,173 

 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 

 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 

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 

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 

 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 

 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） 

 前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

通貨 為替予約取引 37,352 38,592 1,239 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

通貨 為替予約取引 16,904 18,547 1,643 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

通貨 為替予約取引 16,904 18,043 1,139 



（セグメント情報） 

【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） 

 （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） 

 （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。 

 
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 

 
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 



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） 

 （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。 

【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） 

 （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。 

 
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 

 
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 



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） 

 （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） 

 （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。 

 
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 

 
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 



【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） 

 （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） 

 （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） 

 （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。 

 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 

 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 

 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 



（１株当たり情報） 

 （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。 

    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。 

 （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。 

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 

 
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 － 

 
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）。 



（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。 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(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   1,745,425   1,661,768   2,068,878   

２．受取手形  1,270   1,249   5,540   

３．売掛金  968,649   991,615   924,087   

４．有価証券  26,054   26,067   26,057   

５．たな卸資産  36,573   29,166   29,175   

６．前払費用  104,387   130,346   113,864   

７．繰延税金資産  84,237   87,342   60,294   

８．短期貸付金  86,715   85,493   82,600   

９．その他  61,769   81,764   45,321   

10．貸倒引当金  △15,075   △23,257   △15,075   

流動資産合計   3,100,008 71.0  3,071,558 71.6  3,340,743 71.7 

Ⅱ．固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物   162,268   150,009   155,904   

２．工具器具及び備
品  29,127   23,607   25,708   

３．土地   60,725   60,725   60,725   

有形固定資産合計   252,121   234,342   242,338  

(2）無形固定資産   123,913   98,486   113,822  

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  177,542   266,775   265,112   

２．関係会社株式  184,622   174,585   184,622   

３．関係会社長期貸
付金  38,908   35,084   39,765   

４．繰延税金資産  136,599   115,214   128,899   

５．その他  354,319   333,538   344,245   

６．貸倒引当金  △2,800   △37,884   △2,800   

投資その他の資産
合計   889,192   887,314   959,844  

固定資産合計   1,265,228 29.0  1,220,143 28.4  1,316,006 28.3 

資産合計   4,365,236 100.0  4,291,701 100.0  4,656,750 100.0 

            
 



  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(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  280,407   238,988   558,685   

２．短期借入金  990,552   947,160   946,988   

３．未払金  40,379   81,328   93,763   

４．未払消費税等 ※３ 8,926   17,757   11,225   

５．未払法人税等  33,500   23,000   31,000   

６．未払費用  290,823   292,254   196,471   

７．前受金  48,140   45,930   17,824   

８．その他  13,108   22,870   35,923   

流動負債合計   1,705,838 39.1  1,669,289 38.9  1,891,880 40.6 

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   33,326   18,392   25,910   

固定負債合計   414,826 9.5  414,928 9.7  407,410 8.8 

負債合計   2,120,665 48.6  2,084,218 48.6  2,299,291 49.4 

（資本の部）           

Ⅰ．資本金   656,959 15.0  － －  663,385 14.2 

Ⅱ．資本剰余金           

１．資本準備金  491,713   －   498,139   

資本剰余金合計   491,713 11.3  － －  498,139 10.7 

Ⅲ．利益剰余金           

１．利益準備金  86,671   －   86,671   

２．中間(当期)未処分
利益  1,006,218   －   1,105,948   

利益剰余金合計   1,092,890 25.0  － －  1,192,620 25.6 

Ⅳ．その他有価証券評価
差額金   3,106 0.1  － －  3,411 0.1 

Ⅴ．自己株式   △98 △0.0  － －  △98 △0.0 

資本合計   2,244,571 51.4  － －  2,357,458 50.6 

負債・資本合計   4,365,236 100.0  － －  4,656,750 100.0 

 



  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ．株主資本           

１．資本金   － －  663,385 15.4  － －

２．資本剰余金           

（1）資本準備金  －   498,139   －   

資本剰余金合計   － －  498,139 11.6  － －

３．利益剰余金           

（1）利益準備金  －   86,671   －   

（2）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   954,996   －   

利益剰余金合計   － －  1,041,668 24.3  － －

４．自己株式   － －  △98 △0.0  － －

株主資本合計   － －  2,203,095 51.3  － －

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  － －

評価・換算差額等合
計   － －  4,388 0.1  － －

純資産合計   － －  2,207,483 51.4  － －

負債純資産合計   － －  4,291,701 100.0  － －

            



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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   1,647,195 100.0  1,702,299 100.0  4,069,768 100.0 

Ⅱ．売上原価   563,278 34.2  601,984 35.4  1,677,623 41.2 

売上総利益   1,083,916 65.8  1,100,314 64.6  2,392,144 58.8 

Ⅲ．販売費及び一般管理
費   1,069,314 64.9  1,088,825 63.9  2,216,206 54.5 

営業利益   14,601 0.9  11,488 0.7  175,938 4.3 

Ⅳ．営業外収益 ※１  20,484 1.2  23,968 1.4  33,149 0.8 

Ⅴ．営業外費用 ※２  18,955 1.1  11,880 0.7  22,657 0.5 

経常利益   16,130 1.0  23,577 1.4  186,430 4.6 

Ⅵ．特別利益 ※３  112,876 6.9  11,504 0.7  112,876 2.8 

Ⅶ．特別損失 ※４  56,921 3.5  81,208 4.8  57,181 1.5 

税引前中間(当期)
純利益（△純損
失） 

  72,084 4.4  △46,126 △2.7  242,125 5.9 

法人税、住民税及
び事業税  40,039   23,539   78,915   

法人税等調整額  △15,228 24,811 1.5 △14,034 9,505 0.6 16,206 95,122 2.3 

中間(当期)純利益
（△純損失）   47,273 2.9  △55,631 △3.3  147,003 3.6 

前期繰越利益   958,945   －   958,945  

中間(当期)未処分
利益   1,006,218   －   1,105,948  

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （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。 

 

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 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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） 

(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 

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 

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 

 (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同    左 

(2）デリバティブ 

同    左 

 (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 

同    左  

(1）有形固定資産 

同    左  

 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

構築物 10～20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

構築物 10～20年

工具器具及び

備品 
５～15年

 (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  

 



項  目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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。 

 ────── 

  

(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 



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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あり

ません。 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準）  

 当事業年度より、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ありませ

ん。 

────── （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。 

 ────── 



表示方法の変更  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間貸借対照表） ―――――― 

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、

前中間会計期間まで投資その他の資産「出資金」とし

て表示していたみなし有価証券（前中間会計期間は

108,394千円）を当中間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」（当中間会計期間は190,394千円）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。 

４．前中間会計期間まで区分掲記しておりました「会員

権」（当中間会計期間は12,238千円）は、当中間会計

期間において金額的重要性が乏しくなったため、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。 

  

 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18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 

81,359千円 99,410千円 92,932千円 

 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 

43,840 
(  400,000千ウォン)

借入債務

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 金額（千円） 内容 

ウィルソ
ン・ラー
ニング 
コリア 

48,200 
(  400,000千ウォン)

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 

同    左 

※３      ─────── 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 3,556千円 

受取配当金 6,339千円 

受入業務指導

料 

2,919千円 

オプション評

価益 

2,451千円 

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 6,849千円 

受取配当金 6,339千円 

投資有価証券

償還益 

4,959千円 

受入業務指導

料 

7,086千円 

※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 8,383千円 

為替差損 3,914千円 

投資事業組合

損失 

6,657千円 

支払利息 7,823千円 

投資事業組合

損失 

3,984千円 

支払利息 16,333千円 

投資事業組合

損失 

5,950千円 

※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。 

本社移転に伴

う補償金 
112,158千円 

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 

貸倒引当金戻

入益 
718千円 

本社移転に伴

う補償金 
112,158千円 

※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 10,135千円 

構築物除却損 756千円 

工具器具及び

備品除却損 
2,796千円 

本社移転関連

費用 
43,233千円 

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 

建物除却損 10,135千円 

構築物除却損 756千円 

工具器具及び

備品除却損 
3,055千円 

本社移転関連

費用 
43,233千円 

 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 7,288千円 

無形固定資産 24,551千円 

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 16,812千円 

無形固定資産 53,064千円 

 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。 

同左 同左 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（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 



（リース取引関係） 

（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。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  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 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

  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 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

  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 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

車両及び
運搬具 

3,728 2,796 932 

工具器具
及び備品 

23,431 11,625 11,805 

ソフトウ
ェア 

220,336 113,010 107,325 

合計 247,495 127,432 120,062 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

車両及び
運搬具 

4,219 117 4,102 

工具器具
及び備品 

23,603 8,481 15,121 

ソフトウ
ェア 

168,423 87,266 81,157 

合計 196,247 95,865 100,381 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

車両及び
運搬具 

3,728 3,417 310 

工具器具
及び備品 

32,503 14,724 17,778 

ソフトウ
ェア 

168,423 59,195 109,227 

合計 204,655 77,338 127,316 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 61,629千円 

１年超 60,408千円 

合計 122,038千円 

１年内 57,329千円 

１年超 44,931千円 

合計 102,260千円 

１年内 60,803千円 

１年超 68,234千円 

合計 129,038千円 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 43,876千円 

減価償却費相当額 41,645千円 

支払利息相当額 2,183千円 

支払リース料 32,742千円 

減価償却費相当額 31,155千円 

支払利息相当額 1,745千円 

支払リース料 84,896千円 

減価償却費相当額 80,646千円 

支払利息相当額 3,948千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同    左 

５．利息相当額の算定方法 

同    左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

（減損損失について） 

同    左 

（減損損失について）  

同    左 



（１株当たり情報） 

 （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。 

    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。 

 （注）当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。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 

  473円48銭      463円17銭          494円64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 

    9円97銭      11円67銭        30円99銭 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 

     9円93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 

       30円70銭 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） － 2,207,483 － 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（千円） 
－ 2,207,483 － 

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 － 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(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） 
47,273 △55,631 147,003 

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） 
47,273 △55,631 147,003 

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 － 44,259 

（うち新株予約権）  (19,701) （－） (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２種類（新

株予約権の数2,001

個）。 

新株予約権１種類（新

株予約権の数320個）。 



（重要な後発事象） 

（前中間会計期間）（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。 

（前事業年度）（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。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第25期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月28日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

  平成17年12月22日

ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社  

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 宮 直仁   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 尾関 純   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているウィル

ソン・ラーニング ワールドワイド株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会

計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

  平成18年12月28日

ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社  

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 尾関 純   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 宮 直仁   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているウィル

ソン・ラーニング ワールドワイド株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会

計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。こ

の中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

  平成17年12月22日

ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社  

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 宮 直仁   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 尾関 純   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているウィル

ソン・ラーニング ワールドワイド株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第25期事業年度の中間会計

期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

  平成18年12月28日

ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社  

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 尾関 純   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 宮 直仁   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているウィル

ソン・ラーニング ワールドワイド株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第26期事業年度の中間会計

期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 
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