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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

回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (千円) 6,735,989 6,362,200 6,812,853 7,118,337 7,095,909

経常利益（△損失） (千円) 342,880 266,372 291,189 196,667 △71,374

当期純利益 (千円) 223,875 210,552 235,381 130,256 64,241

純資産額 (千円) 2,261,988 2,392,014 2,587,945 2,663,914 2,538,389

総資産額 (千円) 5,525,320 5,425,785 5,406,107 5,639,887 5,001,501

１株当たり純資産額 （円） 480.49 504.58 543.00 554.16 524.82

１株当たり当期純利益 （円） 47.56 44.52 49.62 27.33 13.42

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） 47.46 44.29 49.16 27.19 13.41

自己資本比率 （％） 40.9 44.1 47.9 46.8 50.3

自己資本利益率 （％） 10.32 9.05 9.45 4.98 2.49

株価収益率 （倍） 14.13 15.05 17.43 25.80 27.57

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 542,056 517,221 539,411 458,565 △155,140

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △496,805 235,809 29,630 △126,088 △185,015

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △217,014 △404,639 △158,209 △113,938 △70,017

現金及び現金同等物の期末

残高
(千円) 1,604,638 1,944,951 2,357,668 2,584,611 2,112,543

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
（人）

292

（19）

283

（18）

274

（25）

295

（21）

319

（22）

　（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26期より「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。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (千円) 4,281,215 4,093,239 4,069,768 4,314,610 4,750,373

経常利益（△損失） (千円) 296,766 224,459 186,430 146,025 △57,130

当期純利益 (千円) 264,209 164,188 147,003 19,945 17,412

資本金 (千円) 648,610 656,959 663,385 663,638 670,368

発行済株式総数 （株） 4,707,680 4,740,680 4,766,080 4,767,080 4,793,680

純資産額 (千円) 2,218,004 2,288,149 2,357,458 2,286,914 2,220,589

総資産額 (千円) 4,760,965 4,756,948 4,656,750 4,642,950 4,078,627

１株当たり純資産額 （円） 471.15 482.67 494.64 479.74 463.24

１株当たり配当額

（内１株当たり中間配当額）
（円）

20.00

（－）

20.00

（－）

20.00

（－）

20.00

（－）

10.00

（－）

１株当たり当期純利益 （円） 56.12 34.71 30.99 4.18 3.64

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） 56.01 34.54 30.70 4.16 3.63

自己資本比率 （％） 46.6 48.1 50.6 49.3 54.4

自己資本利益率 （％） 12.55 7.29 6.33 0.86 0.77

株価収益率 （倍） 11.97 19.30 27.91 168.66 101.65

配当性向 （％） 35.64 57.62 64.54 477.92 274.73

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
（人）

138

（18）

143

（12）

138

（20）

151

（14）

180

（13）

　（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。
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２【沿革】

　当社は、米国ウィルソン・ラーニング社の子会社として同社と森　捷三（現・代表取締役会長）との共同出資により、

日本における人材開発並びに育成を目的として設立されました。

年月 事項

昭和56年12月 日本ウィルソン・ラーニング株式会社（資本金40,000千円）を東京都港区に設立。

昭和59年２月 大阪支店を大阪市西区に設置。

昭和60年７月 名古屋支店を名古屋市中村区に設置。

昭和61年１月 開発センターを東京都新宿区に設置。

昭和62年11月 福岡市博多区に麻生セメント株式会社との合弁会社九州ウィルソンラーニング株式会社を設立。

昭和63年７月 営業部門を東京都港区より東京都渋谷区へ移転し、あわせて表参道ラーニングセンターを設置。

開発センターを東京都新宿区より東京都港区へ移転。

平成３年３月 本社機構、開発部門、リサーチ部門を東京都港区より東京都千代田区へ移転し、営業部門を東京都渋

谷区より移転し、あわせて二番町ラーニングセンターを新設。なお、東京都港区の旧本社を青山ラー

ニングセンターに改組。

米国ウィルソン・ラーニング社を買収し、米国ミネソタ州イーデン・プレーリー市にウィルソン・

ラーニング　リサーチ　アンド　ディベロップメント　コーポレーション（現ウィルソン・ラーニン

グ　ワールドワイド　インク）及びウィルソン・ラーニング　コーポレーションを設立。

平成７年３月 日本証券業協会に株式を店頭登録。

平成７年６月 本店を東京都港区より東京都千代田区へ移転。

平成８年４月 ウィルソン・ラーニング　コーポレーション（米国）の他の株主より株式を取得し、100％子会社と

する。

南アフリカにおいて、ウィルソン・ラーニング　コーポレーション（米国）の100％子会社である

ウィルソン・ラーニング　サザン　アフリカ　Ｃ．Ｃ．を設立。

平成８年９月 九州ウィルソンラーニング株式会社に対する当社の出資比率が55％となり、子会社となる。

平成９年４月 香港において、当社100％出資によるウィルソン・ラーニング チャイナ リミテッドを設立。

平成10年３月 商号をウィルソン・ラーニング　ワールドワイド株式会社に変更。

当社49％、米国ガートナー・グループ社51％出資により、ウィルソン・ガートナーグループ株式会

社（現ウィルソン・ネットジィ株式会社）を東京都千代田区に設立。

平成11年３月 スペインにおいて、ウィルソン・ラーニング　コーポレーション（米国）の100％子会社であるウィ

ルソン・ラーニング　Ｓ．Ａ．を設立。

平成11年12月 韓国において、当社70％、現地従業員30％でウィルソン・ラーニング　コリアを設立。

平成13年４月 ドイツにおいて、当社の子会社ウィルソン・ラーニング　Europa　ＬＴＤ．（イギリス）を通じて、

ウィルソン・ラーニング　ＧｍｂＨ．を100％出資により設立。

平成13年７月 ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド株式会社が、「プライバシーマーク」の認定（日本国

内）を受ける。

平成14年３月 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　Ｓ．Ａ．（ス

ペイン）、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　オーストラリア　ＰＴＹ　ＬＴＤ.（オーストラリア）及びウィルソン・ラーニング　アジア

　ＰＴＥ　ＬＴＤ.（シンガポール）に対する当社の出資比率を100％とし、直接子会社とする。

平成14年８月 中国において、当社の子会社ウィルソン・ラーニング　チャイナ　リミテッド（香港）を通じて、展

智（北京）企業管理諮詢有限公司（中国）を100％出資により設立。

平成15年２月 ウィルソン・ラーニング　コリア（韓国）において、第三者割当増資を行い、当社の出資比率は

44.5％となる。

平成15年11月 名古屋支店を名古屋市中村区より名古屋市中区へ移転。

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。

平成17年５月 本店を東京都千代田区より東京都中央区へ移転。

平成18年10月 ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド株式会社が、「ＩＳＭＳ」の認定（本社）を受ける。

 ウィルソン・ラーニング　コリア（韓国）において、第三者割当増資を行い、当社の出資比率は

40.8％となる。
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年月 事項

平成19年１月 韓国において、当社20％、ウィルソン・ラーニング　コリア（韓国）10％及びDaekyo Co.,Ltd.（韓

国）50％出資により、The First CS アカデミー（関連会社）を設立。

平成19年10月 インドにおいて、当社100％出資によるウィルソン・ラーニング India ＰＶＴ．ＬＴＤ．を設立。

３【事業の内容】

　当社は、昭和56年12月米国ウィルソン・ラーニング社（旧ウィルソン・ラーニング）の子会社として設立されました

が、平成３年３月同社を実質的に買収しました。すなわち、同社保有の知的所有権（研修プログラムの著作権等）を当社

が取得し、それ以外の資産・負債は買収に伴い当社子会社として設立したウィルソン・ラーニング　コーポレーション

（新ウィルソン・ラーニング）が引き継ぎ、現在欧州、アジア・パシフィックに展開している子会社３社もその中に含

まれております。

　平成20年３月期末現在、当社従業員180名（契約社員６名を含む）に対し、当社グループ（当社及び関係会社）の従業

員数は319名となっており、また、連結売上高は70億９千５百万円と、当社売上高の約1.5倍の規模となっております。

　当社グループは、当社、子会社13社及び関連会社４社で構成されており、事業は企業内教育の企画及び実施、人材採用の

ための広報業務及びＷｅｂ採用システムの構築を行っております。当社グループの事業内容と当社及び関係会社の当該

事業にかかる位置づけは次のとおりであります。

　当連結会計年度において、当社グループは、ＴＭ（タレント・マネジメント）事業に進出しました。

　これは、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およびシステムの提

供をおこなうことを目的としており、企業の人材における課題を総合的に解決するサービスとなると判断いたしまし

た。

　本事業は、当社でスタートし順次子会社に拡張する予定でおります。この結果、平成20年３月31日現在では、ＨＲＤ

（ヒューマン・リソース・ディベロップメント）事業、ＣＣ（キャリア・コミュニケーション）事業及びＴＭ事業の３

事業部門に関係する事業を営むこととなりました

　なお、次の３部門は「第５　経理の状況　１．(1）連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）」に掲げる事業の種類別

セグメント情報の区分と同一であります。

区分 事業内容 主要な会社

ＨＲＤ事業 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

当社、ウィルソン・ラーニング　コーポレーション他

（計17社）

 企業内教育研修プログラム及びリ

サーチプログラムの基礎開発研究

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド　インク

ＣＣ事業 人材採用のためのコミュニケーショ

ン・プロセス及びコーポレート・ブ

ランディングの開発・販売

当社

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

当社

（注）従来、単独の区分としておりました「ロイヤリティ」は、当連結会計年度より、「ＨＲＤ事業」に統合しておりま

す。

この変更は、従来、「ＨＲＤ事業」は、当社グループが自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。
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　以上の企業集団について図示すると次のとおりであります。

　（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及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。

４．ウィルソン・ラーニング　India ＰＶＴ. ＬＴＤ.は、平成19年10月30日に設立されました。 

EDINET提出書類

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド株式会社(E04916)

有価証券報告書

  6/101



４【関係会社の状況】

(1)連結子会社

名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権の所有割合又

は被所有割合

（％）

関係内容

ウィルソン・ラーニング

コーポレーション※１

米国

ミネソタ州

米ドル

18,915,877

企業内教育プロ

グラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任２人

ウィルソン・ラーニング　

ワールドワイド　インク

※１

米国

ミネソタ州

米ドル

142,000

企業内教育プロ

グラムの研究・

開発

100

企業内教育プログラム

の開発の委託

役員の兼任３人

ウィルソン・ラーニング

Europa　ＬＴＤ．※１

イギリス

ロンドン市

ポンド

2,850,000

企業内教育プロ

グラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任１人

資金の援助あり

ウィルソン・ラーニング

ＧｍｂＨ.

ドイツ

シュツットガルト

市

ユーロ

25,000

企業内教育プロ

グラムの販売

100

（100）※２

企業内教育プログラム

の実施許諾

ウィルソン・ラーニング

Ｓ．Ａ．

スペイン

マドリッド市

ユーロ

60,101

企業内教育プロ

グラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任１人

資金の援助あり

ウィルソン・ラーニング　

サザン　アフリカ

Ｃ.Ｃ.

南アフリカ

ヨハネスブルグ市

南アフリカランド

50

企業内教育プロ

グラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任１人

ウィルソン・ラーニング

チャイナ　リミテッド

中国

香港

香港ドル

1,800,000

企業内教育プロ

グラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任３人

展智（北京）企業管理諮詢

有限公司

中国

北京市

米ドル

150,000

企業内教育プロ

グラムの販売

100

（100）※３

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任１人

ウィルソン・ラーニング

コリア※１

韓国

ソウル市

韓国ウォン

1,200,000,000

企業内教育プロ

グラムの販売
　　40.8 ※４

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任１人

資金の援助あり

ウィルソン・ラーニング

オーストラリア　ＰＴＹ　Ｌ

ＴＤ．※１

オーストラリア

ニューサウスウェ

ルズ州

オーストラリアドル

2,533,120

企業内教育プロ

グラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任１人

ウィルソン・ラーニング

アジア　ＰＴＥ　ＬＴＤ．

シンガポール

シンガポール市

シンガポールドル

850,000

企業内教育プロ

グラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任２人
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名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権の所有割合又

は被所有割合

（％）

関係内容

ウィルソン・ラーニング　

india　ＰＶＴ．ＬＴＤ．

インド

ニューデリー市

ルピー

8,000,000

企業内教育プロ

グラムの販売
100

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任２人

九州ウィルソンラーニング

㈱

福岡県

福岡市早良区

千円

30,000

企業内教育プロ

グラムの販売
55

企業内教育プログラム

の実施許諾

役員の兼任３人

　（注）１．※１は、特定子会社に該当します。

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

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

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

５．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

６．ウィルソン・ラーニング　コーポレーションについては、売上高（連結会社間の内部売上高を除く。）の連結

売上高に占める割合が100分の10を超えております。

　

主要な損益情報等

売上高
（千円）

経常利益
（千円）

当期純利益
（千円）

純資産額
（千円）

総資産額
（千円）

ウィルソン・ラーニング

コーポレーション
1,602,768 4,179 2,021 205,456 1,094,203

(2）持分法適用関連会社

名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権の所有割合又

は被所有割合

（％）

関係内容

サイアム

ウィルソン・ラーニング

カンパニー　リミテッド

タイ

バンコク市

バーツ

37,500,000

企業内教育プロ

グラムの販売

30

（30）※１
役員の兼任２人

ウィルソン・ラーニング　

アンディナ エンド リオ

ディラ プラタ

コロンビア

ボゴタ市

コロンビアペソ

274,900,000

企業内教育プロ

グラムの販売

20

（20）※２
－

The First CS アカデミー
韓国

ソウル市

韓国ウォン

2,000,000,000

企業内教育プロ

グラムの販売

30

（10）※３
役員の兼任１人

ウィルソン・ネットジィ㈱
東京都

中央区

千円

27,050

企業内教育プロ

グラムの開発
49

企業内教育プログラム

の仕入

役員の兼任３人

資金の援助あり

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

す。

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

３．※３は、当社の子会社ウィルソン・ラーニング　コリア（韓国）が出資しております。

４．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況
　 平成20年３月31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 202 (17)

ＣＣ事業 78 (2)

ＴＭ事業 3  (－)　

全社（共通） 36 (3)

合計 319 (22)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）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。

３．当連結会計年度から「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るため、事業の種類別セグメントを変更しております。

(2）提出会社の状況
　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）

　　　 180(13) 　39才 　６年　２ヵ月 6,000,076

　（注）１．従業員数には、契約社員（６名）を含めております。また、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）外数で記

載しております。

２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

３．従業員数が前期末に比べ29人増加しましたのは、（株）ＳＩＣの採用広報事業の譲受けに伴う人員の受入

れ、ならびに積極的な中途採用によるものであります。

(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。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1)業績

①経済環境

　世界経済は、上期後半から下期にかけサブプライム問題による金融システムの混乱に加えてガソリン価格の上

昇に端を発した物価の上昇等により悪化しました。

　人材開発、採用関連への影響はコスト上昇圧力の形で現れ、ビジネスモデルの変革を迫られる状況下にありま

す。

②会社概要

　このような経済環境のもとで、日本をはじめ米国、欧州とグローバルに原価上昇の圧力が急速に強まりました。

加えて、Ｊ－ＳＯＸ対応、新事業管理システムの導入等に対する投資、人員増強の経費増加が顕著に現れた年度で

した。

　売上高はほぼ順調に推移したものの、売上原価の上昇、販売管理費の増加を吸収しきれない一年となりました。

　当連結会計年度から「ＴＭ（タレントマネジメント）事業」を立ち上げ、「ＨＲＤ（ヒューマン・リソース　

ディベロップメント）事業」、「ＣＣ（キャリア・コミュニケーション）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、当連結会計年度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。

　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」及び各々の子会社が属する地域の営業費用に賦課す

ることに変更しております。そのため、下記事業の業績においては、前年同期比較はおこなっておりません。

イ．事業の種類別セグメントの業績

(イ) ＨＲＤ事業

ＨＲＤ事業は、日本を含む各国で以下の二つの戦略を推進しています。

 グローバリゼーション(Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ）

当社の強みである世界中に展開しているコンサルタント、インストラクターなどのグローバル・ネット

ワークを生かした多国籍企業への営業強化を進めました。この結果、当連結会計年度も米国、アジア・

パシフィックでグローバル取引が増加しました。

 テクノロジー・ドリブン(Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｄｒｉｖｅｎ）

　企業全体のパフォーマンス向上を図る統合ソリューション(ＨＰＩ：Human Performance Improvement)の開

発を行い、従来の企業内研修中心から、ＨＰＩソリューションへの転換を進めています。

　その一環といたしまして、当連結会計年度中は、顧客の要望がサービスに変化していることから主にサー

ビス系のプロダクト（コーチングサービス、アセスメントサービス、ファシリテーションサービス）に開発

投資を行いました。また、リーダーシップ系として、セールスリーダーシップにも投資を行い、米国を中心に

これらの提供を開始いたしました。

　このような状況下、国内においては大型、戦略顧客に対する大型提案に注力いたしましたが、いくつかの案

件は売上計上が次期にずれ込みました。また、開発案件では、リソースネックのため、売上原価率が上昇いた

しました。

　海外では、円高の影響を受けました。北米子会社は、IT・ハイテク業界、製薬業界からの受注は堅調に推移し

ましたが、売上原価率の上昇、副社長退任に伴う一時費用の発生により利益面では苦戦いたしました。欧州

は、直販部門において大型案件の受注遅延が発生し、また、売上原価率の高い案件が多くありました。一方、

代理店部門では新規代理店の拡大に注力しましたが、成果はすぐにあらわれませんでした。これらの結果、

営業利益は赤字となりました。

　中国、アジア・パシフィックは順調に推移し、新たにインドに子会社を設立し、営業を開始いたしました。

これらの結果、HRD事業は売上高45億１千９百万円、営業利益３億２千２百万円となりました。
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(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

ぶ新卒採用の拡大を背景に、受注金額の伸張と新規顧客の獲得を実現し、また（株）ＳＩＣの採用広報事業を

譲り受けた効果もあり、売上高は前期比21.3％増の拡大となりました。

特に、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業界や大量採用を続

ける金融業界などは採用広報予算を拡大しています。

当社の主力の採用広報分野では、金融・保険をはじめ、ＩＴ・通信、大手メーカーからの新規受注が大幅に

増加しました。また、競合の激しいＷｅｂ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、受注金額の拡大を実現しました。

しかしながら、業務集中に対応するための受託作業のアウトソーシング、（株）ＳＩＣの案件に売上原価率

の高い案件が多かったこと等により、売上原価の改善は進みませんでした。また、業容拡大にともなう増員、オ

フィス拡張、などにより販売管理費拡大が進み、収益力の改善は不十分でした。

この結果、ＣＣ事業は売上高25億７千１百万円、営業利益２億３千万円となりました。

(ハ) ＴＭ事業

　ＴＭ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」することをミッションとして、当期より

新規事業としてスタートしました。

　米国の提携先と共同でソリューションを設計・開発し、営業活動を開始しましたが、提携が遅れたこと、ま

た、新規のサービスであることに加えて、顧客の担当窓口等が不明瞭の部分もあり、営業活動は計画通りに進

みませんでした。一方、顧客の関心は高く、数社からコンサルティング・プロジェクトを受注しましたが、大型

プロジェクトの受注には至りませんでした。

　この結果、ＴＭ事業は売上高４百万円、営業損失５千５百万円となりました。

ロ．所在地別セグメントの業績

(イ) 国内

ＨＲＤ事業は、大型顧客と戦略顧客とに区分し顧客の課題に合わせた大型提案をいたしましたが、顧客の予

算の関係もあり実際の売上は次期にずれ込むものが多々ありました。また、開発案件では、リソースネックの

ため売上原価率が上昇し、利益が落ち込みました。

ＣＣ事業は、ほぼ全産業におよぶ新卒採用の拡大を背景に、受注金額の伸張と新規顧客の獲得を実現し、ま

た（株）ＳＩＣの採用広報事業を譲り受けた効果もあり、売上高は前期比21.3％増の拡大となりました。

しかしながら、業務集中に対応するための受託作業のアウトソーシング、（株）ＳＩＣの案件に売上原価率

の高い案件が多かったこと等により、売上原価の改善は進みませんでした。また、業容拡大にともなう増員、オ

フィス拡張、などにより販売管理費拡大が進み、収益力の改善は不十分でした。

ＴＭ事業は、米国の提携先と共同でソリューションを設計・開発し、営業活動を開始しましたが、提携が遅

れたこと、また、新規のサービスであることに加えて、顧客の担当窓口等が不明瞭の部分もあり、営業活動は計

画通りに進みませんでした。

この結果、売上高48億１千８百万円、営業利益５億円となりました。

(ロ) 北米

　売上高は、前期実績に比較し、ドルベースで6.1%の伸びは示したものの予算に対しては95.4%の達成でありま

した。直販部門はほぼ予算通りでしたが、代理店部門が未達となり、業界別には主にＩＴ・ハイテク業界、製薬

業界からの受注が堅調でした。一方、売上原価の高い案件の占める割合が多く売上原価の統制に課題を残しま

した。販売管理費については、副社長の退職金、営業の担当者の採用費等人件費が増大しましたが、全体として

は予算の範囲内に統制いたしました。売上高の未達と売上原価の上昇が営業利益の減少の理由となりました。

　この結果、売上高18億９千１百万円、営業利益２千７百万円となりました。
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(ハ) 欧州

売上高については、直販部門では大型案件の受注が遅延したため苦戦し、代理店部門では新規代理店の拡大

に注力しましたが大きな貢献をする状況ではありませんでした。一方、多言語でサービスを行う等の原価率の

高い案件が多く、売上原価率上昇の理由となりました。また、販売管理費については間接部門の人員増加、営業

担当者のCommission等の見直しを行った結果増加いたしました。これらのことから、売上高は低迷し、営業利

益は赤字となりました。

　この結果、売上高４億７千４百万円、営業損失７千５百万円となりました。

(ニ) 中国

６月末に前社長が個人的理由により退任いたしました。本年２月に新社長を迎え新たな組織を構築しス

タートを開始しております。

売上高においては、顕著な大型案件はありませんでしたが、堅実に欧米系のＩＴハイテク企業、製造業から

受注し予算の売上高を達成いたしました。売上原価については、予算通りで推移し、販売管理費については、香

港において事務所移転を行ったこと等により増加いたしましたが、営業利益は確保しております。

この結果、売上高２億９百万円、営業利益１千３百万円となりました。

(ホ) アジア・パシフィック

オーストラリア、韓国における市場は堅調に推移し、売上高はほぼ予算通りとなり、営業利益は予算を上回

りました。また、10月にインドにおいて子会社を正式に立ち上げ、現地スタッフの採用も完了し、欧米系の顧客

を中心にビジネスを開始いたしました。次期以降の貢献が期待されます。

この結果、売上高４億１千５百万円、営業利益２千７百万円となりました。

　以上の結果、連結売上高70億９千５百万円（対前連結会計年度比0.3％減）、営業損失１千２百万円（前連結会

計年度は営業利益２億１千９百万円）、経常損失７千１百万円（前連結会計年度は経常利益１億９千６百万

円）、当期純利益６千４百万円（対前連結会計年度比50.7％減）となりました。

(2)キャッシュ・フロー

　当連結会計年度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

当期純利益の計上のほか、減価償却費、その他負債の増加による収入がありましたが、支出として仕入債務の減少、

法人税等の支払、投資有価証券の取得、配当金の支払等があり、前連結会計年度末に比べ４億７千２百万円減少し、

当連結会計年度末には、21億１千２百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動の結果減少した資金は、１億５千５百万円（前連結会計年度は４億５千８百万

円の増加）となりました。この主な理由は、税金等調整前当期純利益２億９千９百万円を計上し、収入として減価償

却費１億９百万円、その他負債の増加１億２千４百万円がありましたが、支出として仕入債務の減少２億７千２百

万円、法人税等の支払５千８百万円等があり、調整項目として役員退職慰労引当金の戻入益３億８千万円の控除等

を行った結果、支払が収入を超過したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　当連結会計年度において投資活動の結果減少した資金は、１億８千５百万円（対前連結会計年度比46.7％増）とな

りました。この主な理由は、会員権の売却による収入２千万円、投資事業組合分配金による収入１千７百万円等があ

りましたが、支出として投資有価証券の取得による支出１億５百万円、ソフトウエアの取得７千６百万円等があっ

たことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動の結果減少した資金は、７千万円（対前連結会計年度比38.5％減）となりまし

た。これは、主に、収入としてストックオプションの行使に伴う新株の発行による収入１千３百万円、短期借入金の

増加１千４百万円がありましたが、支出として配当金の支払９千５百万円があったことによります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

前年同期比（％）

ＨＲＤ事業（千円） 1,576,164 95.0

ＣＣ事業（千円） 1,547,207 119.0

ＴＭ事業（千円） 315 －

合計（千円） 3,123,686 105.6

　（注）１．金額は売上原価によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

受注高
前年同期比
（％）

受注残高
前年同期比
（％）

ＨＲＤ事業（千円） 4,595,145 91.7 578,683 115.0

ＣＣ事業（千円） 2,543,872 117.3 108,088 79.5

ＴＭ事業（千円） 5,414 － 900 －

合計（千円） 7,144,431 99.5 687,671 107.6

　（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．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、当連結会計年度より、「ＨＲＤ事

業」に統合しております。上記表の「ＨＲＤ事業」の前年同期比は、前連結会計年度の「ロイヤリティ」を

含めて表示しております。

なお、前連結会計年度と同様の区分によった場合、当連結会計年度のセグメント情報は次のようになります。

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

受注高
前年同期比
（％）

受注残高
前年同期比
（％）

ＨＲＤ事業（千円） 4,520,334 91.8 578,683 115.0

ＣＣ事業（千円） 2,543,872 117.3 108,088 79.5

ＴＭ事業（千円） 5,414 － 900 －

ロイヤリティ（千円） 74,811 84.4 － －

合計（千円） 7,144,431 99.5 687,671 107.6

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

前年同期比（％）

ＨＲＤ事業（千円） 4,519,607 90.4
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事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

前年同期比（％）

ＣＣ事業（千円） 2,571,788 121.3

ＴＭ事業（千円） 4,514 －

合計（千円） 7,095,909 99.7

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．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、当連結会計年度より、「ＨＲＤ事

業」に統合しております。上記表の「ＨＲＤ事業」の前年同期比は、前連結会計年度の「ロイヤリティ」を

含めて表示しております。

なお、前連結会計年度と同様の区分によった場合、当連結会計年度のセグメント情報は次のようになります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

前年同期比（％）

ＨＲＤ事業（千円） 4,444,796 90.5

ＣＣ事業（千円） 2,571,788 121.3

ＴＭ事業（千円） 4,514 －

ロイヤリティ（千円） 74,811 84.4

合計（千円） 7,095,909 99.7
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３【対処すべき課題】

　経営基本戦略であるグローバリゼーション（Globalization）とテクノロジー・ドリブン（Technology Driven）のも

と、以下の対応を行ってまいります。

グローバリゼーション(Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ)
　さらに加速するグローバリゼーションの流れに即応するべく、グローバル事業経営機関を設立し、その経営機関

のもとでグローバルＨＲＤ経営統合を目指します。

　情報システム部をグローバルＩＳ本部と位置づけグローバルなシステムの確立を目指し、また、管理部門をグ

ローバル管理本部とし、全社的な統制を目指します。

テクノロジー・ドリブン(Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｄｒｉｖｅｎ)
　前期に引続き、日米の２拠点中心で蓄積してまいりました人材開発のラーニングおよびアセスメントモジュー

ルに関するＩＴサービスの統合に加え、さらにタレント/キャリア開発に必要なモジュールを追加して、総合的人

材開発プラットフォームのソリューションを推進いたします。

　この拡大するソリューションの販売を強化するため、社内および販売チャネルの人材育成を強化します。

(1）ＨＲＤ事業

①国内

イ．東京地区４営業部体制を３営業部（インダストリーに特化した２営業部とグローバル特化の１営業部）

に再編し、チームセリングが可能な体制とし、営業効率、更なる顧客満足の向上を図ります。

ロ．ソリューション・グループの更なる強化を目指し、コンサルティングビジネスの拡大を視野に入れ、ＨＰ

Ｉコンサルティングチームを設置、営業部との連携を強化し提案力の向上を図ります。また、全体のリソー

ス配分、効率的業務プロセス管理のため、事業推進チームを設置します。

ハ．ｅを活用したＨＰＩトータルソリューションの強化、拡大を目指します。

ニ．グローバルアカウントマネージメントの更なる強化を図ります。

②北米

　プロダクト中心からサービスビジネスへのシフトをさらに推進します。さらにアセスメントを中心にしたｅ－

Ｂｕｓｉｎｅｓｓの拡大に注力します。

③欧州

　前期増強した新規代理店を中心に販売店経由のビジネスの拡大に注力いたします。ヨーロッパ諸国のビジネス

拡大に伴い、マーケットシェアの拡大を目指す事により、ビジネス貢献を実現させます。

④中国

　キーアカウントに焦点を当て大型案件の受注を目指します。欧米系の顧客拡大には引き続き注力しますが、特に

日系企業への積極的な販売を実現すための組織を作り、リソースを投入いたします。

⑤アジア・パシフィック　

　インドでのビジネス拡大のためにアメリカ、日本からのサポート体制を確立させ、リソースを投入しグローバル

な観点からのビジネス拡大を目指します。また、韓国での合弁会社を通じて新しい顧客の拡大のための戦略を遂

行します。

(2）ＣＣ事業

　景気減速感が徐々に強まってきているものの、数年来続く堅調な業績、引き続き旺盛な設備投資、団塊世代の大

量退職などの状況を鑑み、大手企業・準大手企業の人材採用ニーズは次期も継続する見通しであり、新卒採用の

みならず中途採用においても需給の逼迫が顕著になってきています。

　特に大手企業では、引き続き採用広報予算の増額、採用体制の拡充の動きが強まり、基盤顧客層の需要拡大が見

通せます。同時に需要の多様化の傾向も顕著で、応募者拡大を狙うマス・リクルーティング戦略から、ターゲット

・リクルーティング戦略への転換が更に進むものと予測されます。

　当社では、ターゲット・リクルーティング対応に特化する事業戦略を推進し、ワンストップ・ソリューションを

提供可能な専門会社を目指します。１社ごとの最適な採用プロセス設計とそれをサポートするｅ－リクルーティ

ング・プラットフォーム（ｅ２Ｒ・Ｗｅｂ採用システム）提供を基本提案として、必要なソリューション（広報

企画、イベント・トレーニングなどのコミュニケーション企画、選考支援、内定者フォロー、総括支援など）を組

み合わせ提案する営業戦略を推進します。特に、要求レベルの高い大手企業や採用上位企業・大量採用を常とす

る大手企業や準大手企業への提案活動を強化し、競合他社との差別化を推進していきます。
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(3）ＴＭ事業

　ここ数年、ますます顕在化する企業の人材・労働力不足の現状を受けて、「人財」の獲得・保持・活用に関する

経営層の関心は、さらに高まるものと想定されます。

　ＴＭ事業は、当期より事業を開始いたしましたが、新年度よりＨＲＤ事業と事業本部を統一し、新たにＨＲＤ／

ＴＭ事業本部としてビジネスを推進してまいります。

　それにより、既に実績のあるＨＲＤ事業のソリューション／プロダクト／サービスとタレントマネジメントソ

リューションとの連携を強化し、さらにＣＣ事業の人財獲得／保持に関するソリューションとノウハウを組み合

わせ、当社の強みに立脚したソリューションを実現するとともに、米国パートナー企業との提携により提供開始

したタレントマネジメントプラットフォームとＨＲＤ／ＣＣの人材獲得・開発プラットフォームを連携した、Ｓ

ａａＳ（Software as a Service）モデルによるポータルサービスを展開し、一連のプロセスに基づいたＨＣＭ

（ヒューマン・キャピタル・マネジメント)ソリューションをお客様にご提供してまいります。

(4）原価削減と生産性の向上 

　ＨＲＤ事業では、ソリューション型営業の増加、複合案件（ブレンデッドソリューション）のニーズが多くなっ

ており、日本を含む先進国での粗利益低下要因となっています。

　ＣＣ事業では競合が多く、利益率の低い広報制作の割合が未だ多く、付加価値の高いソリューションへの転換が

必要です。

　このような外注費を含むコスト増要因に対して、商品標準化、ＢＰＯ(ビジネス・プロセス・アウトソーシング）

等を行い原価削減を行います。
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４【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、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。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1）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。

(2）為替変動

　当社グループの売上高の約４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。

(3）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。 

(4）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。

５【経営上の重要な契約等】

重要な契約等はありません。

６【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

研究を米国の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）が行ってお

ります。具体的には、ＷＬＷ社は研修プログラム及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に

もなっております。

当連結会計年度におけるＨＲＤ事業の研究成果は以下のとおりです。なお、当連結会計年度の研究開発費の総額

は147,076千円となっております。

当連結会計年度中は、顧客の要望がサービスに変化していることから主にサービス系のプロダクト（コーチング

サービス、アセスメントサービス、ファシリテーションサービス）に開発投資を行いました。また、リーダーシップ

系として、セールスリーダーシップにも投資を行い、米国を中心にこれらの提供を開始いたしました。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1）財政状況の分析

（流動資産）

　当連結会計年度末における流動資産の残高は、38億４千３百万円（前連結会計年度末は44億２千６百万円）

となり、５億８千３百万円減少しました。これは、主に現金及び預金が４億７千２百万円、受取手形及び売掛金

が６千万円減少したことによるものです。

（固定資産）

　当連結会計年度末における固定資産の残高は、11億５千７百万円（前連結会計年度末は12億１千３百万円）

となり、５千５百万円減少いたしました。これは、増加要因として、投資有価証券の増加５千３百万円等があり

ましたが、減少要因として、繰延税金資産の取り崩し８千３百万円、有形固定資産の減価償却等による減少１千

６百万円等があったことによります。

（流動負債）

　当連結会計年度末における流動負債の残高は、23億８百万円（前連結会計年度末は24億９千５百万円）とな

り、１億８千７百万円減少しました。これは、主に、増加要因として、前受金の増加１億２千４百万円、未払費用

の増加２千３百万円がありましたが、減少要因として、買掛金の減少3億4百万円、未払賞与の減少１千６百万円

等があり、減少要因が増加要因を上回ったことによります。

（固定負債）

　当連結会計年度末における固定負債の残高は、１億５千４百万円（前連結会計年度末は４億８千万円）とな

り、３億２千５百万円減少しました。これは、役員退職慰労金規程の改訂により代表取締役社長の退職慰労金を

全額削減したことと２名の取締役による自発的な返上がなされたことにより役員退職慰労引当金が３億８千

万円減少したことによります。

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産の残高は、25億３千８百万円（前連結会計年度末は26億６千３百万円）と

なり、１億２千５百万円減少しました。これは、主に、増加要因として、ストックオプションの行使により資本金

ならびに資本剰余金合わせて１千３百万円増加しましたが、減少要因として、円高により為替換算調整勘定が

１億６百万円減少したこと、配当等により利益剰余金が３千１百万円減少したことにより、減少要因が増加要

因を上回ったことによるものです。

(2）経営成績の分析

　当連結会計年度の売上高は70億９千５百万円（対前連結会計年度比0.3%減）、営業損失１千２百万円（前連結

会計年度は営業利益２億１千９百万円）、経常損失７千１百万円（前連結会計年度は経常利益１億９千６百万

円）、当期純利益６千４百万円（対前連結会計年度比50.7%減）となりました。

　売上高の減少は、ＨＲＤ事業においては欧州の低迷、さらには円高による為替の影響等により減少いたしまし

た。また、ＣＣ事業は金融・保険をはじめ、ＩＴ・通信、大手メーカーからの新規受注により売上高が増加しまし

たが、一方、新規に立ち上げたＴＭ事業が計画を下回りました。これらの結果、売上高は70億９千５百万円となり、

前連結会計年度に比べ２千２百万円減少いたしました。

　売上原価は、ＨＲＤ事業においては、複合案件の増加による売上原価の増加や顧客プログラムの開発、顧客プロ

グラムのインストラクションの増加等により増加し、ＣＣ事業については、業務集中に対応するための受託作業

のアウトソーシング等により、31億５千６百万円となり、前連結会計年度に比べ２億６千３百万円増加しました。

　販売費及び一般管理費は、国内においては、中途採用を積極的に行ったことにより人件費が増加し、海外では米

国子会社の副社長退職に伴う退職金の支払等がありましたが、円高の影響もあり、39億５千２百万円となり、前連

結会計年度に比べ５千３百万円減少しました。

　これらの結果、営業損失１千２百万円となり、前連結会計年度に比べ２億３千２百万円減少しました。

　営業外損益は、円高による為替差損の計上が３千９百万円あり前連結会計年度に比べ悪化いたしました。

　これらの結果、経常損失７千１百万円となり、前連結会計年度に比べ２億６千８百万円減少いたしました。

　特別損益として、主に役員退職慰労引当金取崩益３億８千万円、投資有価証券評価損１千万円を計上いたしまし

た。

　これらの結果、当期純利益は６千４百万円となり、前連結会計年度に比べ６千６百万円減少いたしました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

  当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は39,319千円であります。その主なものは、

当社の本社借増し及び子会社の事務所移転に伴う内部造作等であります。

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社
平成20年３月31日現在

事業所名(所在地)
事業の種類別

セグメントの名称

帳簿価額

従業員数

（人）
建物及び構築

物

（千円）

機械装置及び

運搬具

（千円）

工具器具及び

備品

（千円）

土地

（千円）

（面積㎡）

合計

（千円）

本社

（東京都中央区）

全社統括業務

ＨＲＤ事業

ＣＣ事業

ＴＭ事業

55,722 － 19,630 － 75,352
157

(12)

大阪支店

（大阪市西区）

ＨＲＤ事業

ＣＣ事業
388 － 195 － 583

17

(1)

名古屋支店

（名古屋市中区）

ＨＲＤ事業

ＣＣ事業
990 － 234 － 1,225 6

研修施設

（静岡県富士宮市）
全社統括業務 71,482 － －

49,081

(2,212.77)
120,563 －

厚生施設

（米国フロリダ州）
全社統括業務 14,533 － 312

11,644

(2,159.77)
26,489 －

(2）在外子会社
平成20年３月31日現在

会社名 所在地

事業の種類別

セグメントの

名称

帳簿価額

従業員数

（人）
建物及び構

築物

（千円）

機械装置

及び運搬

具(千円)

工具器具及

び備品

（千円）

土地

（千円）

(面積㎡)

合計

（千円）

ウィルソン・ラーニング

コーポレーション

米国

ミネソタ州
ＨＲＤ事業 1,925 954 28,311 － 31,190

59

(9)

ウィルソン・ラーニング

チャイナ　リミテッド

中国

香港
ＨＲＤ事業 1,158 － 2,581 － 3,739 17

ウィルソン・ラーニング

コリア

韓国

ソウル市
ＨＲＤ事業 4,919 － 3,090 － 8,009 21

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

ニューサウス

ウェルズ州

ＨＲＤ事業 － 500 4,436 － 4,936 8

ウィルソン・ラーニング

India　ＰＶＴ ．ＬＴＤ．

ＬＴＤ．

インド

ニューデリー
ＨＲＤ事業 － 2,653 688 － 3,341 2

　（注）１．金額には消費税等を含んでおりません。

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

３．上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。

①　提出会社

平成20年３月31日現在
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事業所名
（所在地）

事業の種類別セグメン
トの名称

設備の内容
従業員数
（人）

年間賃借及びリー
ス料

（千円）

本社

（東京都中央区）

全社統括業務

ＨＲＤ事業

ＣＣ事業

ＴＭ事業

 事務所

（賃借） 157

(12)

199,261

 事務用機器

（リース） 
45,655

大阪支店

（大阪市西区）

ＨＲＤ事業

ＣＣ事業

 事務所

（賃借） 17

(1)

15,256

 事務用機器

（リース） 
4,009

名古屋支店

（名古屋市中区）

ＨＲＤ事業

ＣＣ事業

 事務所

（賃借） 
6

3,625

 事務用機器

（リース） 
1,728

②　国内子会社

平成20年３月31日現在

会社名 所在地
事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容
従業員数
（人）

年間賃借及
びリース料
（千円）

九州ウィルソンラーニング㈱
福岡県

福岡市早良区
ＨＲＤ事業

 事務所

（賃借） 
5

3,612

 事務用機器

（リース）
959
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資については、今後３年間の生産計画、需要予測、利益に対する投資割合等を総合的に勘案して

計画しております。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、グループ全体で重複投資とならな

いよう、提出会社を中心に調整を図っております。

　当連結会計年度末現在における重要な設備投資の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

(1）重要な設備の新設等

会社名事業
所名

所在地

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定
年月 完成後の

増加能力総額
(千円)

既支払額
(千円) 着手 完了

本社
東京都中央
区

全社統括
業務
ＨＲＤ事
業
ＣＣ事業
ＴＭ事業

事業管理
システム

15,000 － リース
平成

19.10　
平成

20.７　 －

本社
東京都中央
区

全社統括
業務
ＨＲＤ事
業
ＣＣ事業
ＴＭ事業

会計シス
テム

10,500 － リース
平成

20.５　
平成

20.７　 －

(2）重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 17,230,720

計 17,230,720

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成20年６月26日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 4,793,680 4,793,680 ジャスダック証券取引所 －

計 4,793,680 4,793,680 － －

（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成20年６月１日からこの有価証券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。
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（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17年６月28日定時株主総会決議

種類
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数（個） 1,250 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

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） 125,000 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 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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16年４月１日～

平成17年３月31日

（注）

33,000 4,740,680 8,349 656,959 8,349 491,713

平成17年４月１日～

平成18年３月31日

（注）

25,400 4,766,080 6,426 663,385 6,426 498,139

平成18年４月１日～

平成19年３月31日

（注）

1,000 4,767,080 253 663,638 253 498,392

平成19年４月１日～

平成20年３月31日

（注）

26,600 4,793,680 6,729 670,368 6,729 505,122

（注）新株予約権の行使による増加であります。

（５）【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満株

式の状況

（株）
政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品取

引業者

その他の法

人

外国法人等

個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） －　 6 13 29 2 1 2,406 2,457 －

所有株式数

（単元）
－　 4,226 209 14,089 7 5 29,382 47,918 1,880

所有株式数の

割合（％）
－ 8.82 0.44 29.40 0.01 0.01 61.32 100.00 －

　（注）１．自己株式60株は「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。

２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。
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（６）【大株主の状況】

　 平成20年３月31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 18.89

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 15.66

株式会社ジャフコ 東京都千代田区丸の内１丁目８－２ 200 4.19

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 3.73

竹田　和平 愛知県名古屋市天白区 140 2.92

エコバリューアップ・ファン

ド・１号株式会社
東京都千代田区西神田３丁目５－３ 100 2.09

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 1.79

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 83 1.73

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベ

ンチャーズ株式会社
東京都千代田区九段北１丁目８－10 65 1.35

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 1.34

計  2,575 53.73

　（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。

野村信託銀行株式会社 83千株

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31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　4,791,800 47,918 －

単元未満株式 普通株式　    1,880　　 － －

発行済株式総数 普通株式　4,793,680 － －

総株主の議決権 － 47,918 －

　（注）「完全議決権株式（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。
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②【自己株式等】

　 平成20年３月31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 － 　－ 　－ －　 －　

（８）【ストックオプション制度の内容】

　当社はストックオプション制度を採用しており、当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ

き新株予約権を発行する方法によるもの及び会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくものでありま

す。

　当該制度の内容は、以下のとおりであります。

①　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年６月28日第24回定時株主総会終結の時に在

任する当社及び子会社の取締役または従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行するこ

とを、平成17年６月28日の定時株主総会において特別決議されたもの。

決議年月日 平成17年６月28日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役８名、子会社取締役６名及び当社従業員26名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上（注）

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

－

　（注）　当社が株式分割を行うとき及び時価を下回る価額で新株を発行するとき（時価発行として行う公募増資、新株予

約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く）は、次の算式により発行価額を調整し、調整による

１円未満の端数は切上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数
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②　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成19年６月27日第26回定時株主総会終結の時に在

任する当社及び子会社の取締役、執行役員または従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発

行することを、平成19年６月27日の定時株主総会において特別決議されたもの。

決議年月日 平成19年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役、執行役員及び従業員

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 160,000株

新株予約権の行使時の払込金額（円） 365円（注）

新株予約権の行使期間
自　平成21年６月28日
至　平成24年６月27日

新株予約権の行使の条件

・権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、執
行役員及び従業員の地位を保有していることを要す
る。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人
による本新株予約権の相続を認めない。
・その他の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約
権割当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

－

　（注）　　当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合（ただし、当社普通株式の交付と引換え

に当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）及び商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128

号）施行前の商法に基づき付与されたストック・オプションによる新株引受権の行使ならびに転換社債の転

換の場合は除く。）は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「自己株式の処分」、「１株当たりの払込金

額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 　　　　 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 　　　　 該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 　　　　 該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 60 － 60 －

３【配当政策】

　当社は、長期にわたり安定した財務基盤の確保を図るとともに、収益力の向上に努め、安定した配当を継続して実施

することを基本方針としております。一方、急速に高度化する市場のニーズに応えるために、人材開発プログラムの開

発やｅビジネスエンジンの開発など、継続投資が不可欠な事業であることに鑑み、今後とも、内部留保資金と期間収益

による投資原資の確保と的確な投資活動が必要であると判断しております。

　株主配当について、変化の激しい環境のもとで業績の進展と内部留保の充実などを勘案して、中間配当と期末配当の

年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　このような基本方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、１株につき10円の配当を実施することを

決定しました。

　当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めて

おります。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）

平成20年６月25日

定時株主総会決議
47,936 10
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） 810
740

※844
1,195 880 710

最低（円） 271
561

※530
621 660 350

　（注）　最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券業

協会の公表のものであります。なお、第24期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は日本証券業協会の公表の

ものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 584 560 461 410 400 428

最低（円） 528 435 400 350 350 370
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式

数

（千株）

代表取締役会長  森　捷三 昭和12年12月15日生

昭和35年４月 高千穂交易株式会社入社

昭和39年９月 森商事株式会社（現サン

ウッド株式会社）の代表取

締役に就任（現任）

昭和56年12月 米国ウィルソン・ラーニン

グ社とともに当社を設立

し、代表取締役社長に就任

平成３年３月 米国ウィルソン・ラーニン

グ　コーポレーションの取

締役に就任（現任）

平成10年３月 ウィルソン・ネットジィ株

式会社の代表取締役社長に

就任（現任）

平成15年４月 米国ウィルソン・ラーニン

グ　ワールドワイド　インク

取締役会長に就任（現任）

平成19年６月 代表取締役会長兼社長

平成20年４月 代表取締役会長CEO（現

任）

(注)２ 906

取締役社長  関根　秀昭 昭和21年９月１日生

昭和44年４月 日本ＩＢＭ株式会社入社

平成18年２月 当社顧問

平成18年４月 当社入社

 ＨＲＤ日本事業グループ統

括

平成18年６月 常務取締役ＨＲＤ日本事業

グループ統括

平成19年４月 取締役副社長執行役員　グ

ローバルＨＲＤ事業グルー

プ統括及び日本ＨＲＤ事業

グループ統括

 米国ウィルソン・ラーニン

グ　コーポレーションの取

締役に就任（現任）

 米国ウィルソン・ラーニン

グ　ワールドワイド　インク

取締役社長に就任（現任）

平成20年４月 取締役社長執行役員COO

（現任）

(注)２ 11
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式

数

（千株）

取締役副社長

事業統括兼

ＨＲＤ/ＴＭ

事業グルー

プ統括

谷　直樹 昭和27年11月5日生

昭和51年４月 株式会社みずほ銀行入行

平成17年４月 国内信販株式会社　顧問

平成18年６月 楽天ＫＣ株式会社　常務執

行役員財務本部長

楽天ＫＣ株式会社　常務執

行役員財務本部長

平成19年７月 当社入社

 執行役員　社長付

平成20年４月 副社長執行役員　事業統括

兼ＨＲＤ/ＴＭ事業グルー

プ統括

平成20年６月 取締役副社長執行役員　事

業統括兼ＨＲＤ/ＴＭ事業

グループ統括（現任）

(注)２ 12

取締役  長谷川　廣二 昭和28年６月７日生

昭和57年６月 ロバート・ボッシュ・ジャ

パン株式会社（現ボッシュ

株式会社）入社

平成元年５月 当社入社

平成４年４月 管理部長

平成13年４月 管理本部長

平成13年６月 取締役管理本部長

平成18年４月 米国ウィルソン・ラーニン

グ　ワールドワイド　インク

ＣＦＯに就任（現任）

平成18年６月 取締役管理本部長及び経営

企画担当

平成19年４月 取締役執行役員　管理本部

長

平成20年４月 取締役執行役員CFO（現

任）

(注)２ 17

常勤監査役  飯塚　浩木 昭和21年11月18日生

昭和44年４月 高千穂交易株式会社入社

昭和57年２月 当社入社

平成元年５月 東京営業統括部長

平成４年４月 常務取締役営業本部長

平成８年４月 専務取締役営業本部長

平成11年12月 取締役副社長ＨＲＤ事業部

長

平成19年５月 取締役専務執行役員　タレ

ントマネジメント事業部門

担当

平成20年４月 取締役

平成20年６月 常勤監査役（現任）

(注)３ 53
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式

数

（千株）

監査役  岸田　文夫 昭和12年５月28日生

昭和36年４月 株式会社みずほ銀行入行

平成３年６月 ハウステンボス株式会社へ

出向

 同社代表取締役副社長

平成９年６月 丸和証券株式会社　常勤監

査役

平成15年６月 当社顧問

平成19年12月 当社顧問契約終了

平成20年６月 当社監査役（現任）

(注)３ －

監査役  飯　武明 昭和14年９月２日生

昭和38年４月 トヨタ自動車販売株式会社

入社

平成３年３月 新和建設株式会社　取締役

平成15年６月 新和建設株式会社　代表取

締役専務退任

 顧問就任

平成15年６月 トヨタエンタプライズ　非

常勤取締役

平成15年10月 トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社

特別顧問

平成16年６月 同社退社

平成16年12月 当社顧問

平成20年３月 当社顧問契約終了

平成20年６月 当社監査役（現任）

(注)３ －

    計 　 999

　（注）１．監査役岸田文夫及び飯武明は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．平成20年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．平成20年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、業績目標の達成と企業価値の増大等により、株主、顧客をはじめ広く関係者の負託に応えるべく、経営の

意思決定と執行における透明性・公正性の確保、コンプライアンスの徹底に向けた監視・監督機能の強化等を図

るため、株主重視の公正な経営システムの構築とその適切な運営に努めております。

(2）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①　会社の機関の内容

　当社は、監査役会制度を採用し、監査役３名（平成20年６月26日現在、うち社外監査役２名）で構成されてお

ります。

　取締役会は取締役４名（平成20年６月26日現在）で構成され、毎月定例開催しており、出席する取締役並びに

監査役ともども、その職責を異にする独立機関であることを十分認識し、経営の基本方針や法令で定められた

事項、その他経営に関する重要事項を速やかに決定しております。

　また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき必要に応じてアドバイスを受け、会計監査人はあずさ監査法人と監査

契約を結び、当社グループ全体に向けての監査を実施しており、会計制度の変更などにも速やかに対応する環

境にあります。

②　内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

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

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

行っております。

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

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

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

担当役員が重要と判断したものは、週１回の経営委員会に報告のうえ協議されます。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

括役員及び取締役会に報告し対応しております。

③　内部監査及び監査役監査の状況

イ．内部監査については、当社の内部監査機能は管理本部内にあり、管理本部担当役員が中心となり定期的に

内部監査を実施しております。管理本部経理部、管理本部総務部及び管理本部人事部において、それぞれの所

轄範囲に応じて内部監査を行い発見された例外・逸脱事項等は、部門の責任者を通じて管理本部担当役員に

報告されます。管理本部担当役員が重要と判断したものは、取締役会に報告のうえ協議されます。

ロ．監査役監査については、常勤監査役が中心となり、開催される取締役会に出席し、取締役の業務報告、承認

事項の提案等を通じて業務執行の詳細について確認しております。また、定期的に管理本部経理部、管理本部

総務部及び管理本部人事部で管理する帳票類等を閲覧しその内容を確認し、直接担当者に事実を確認する方

法で監査を実施しております。また、支店の監査についても適宜訪問し、責任者から情報を収集し事実を確認

しております。この過程を通じて発見された問題点は監査役会及び取締役会に報告され、組織として改善さ

れます。

ハ．会計監査人は、会計監査で発見された問題点について監査役会に報告し、問題点の共有化を行っておりま

す。一方、監査役会は監査役監査で発見された問題点について会計監査人に報告し、専門的意見を求め、改善

提案を取締役会に行っております。
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④　会計監査の状況

業務を執行した公認会計士 所属する監査法人名

指定社員　業務執行社員　尾関　純 あずさ監査法人

指定社員　業務執行社員　栗原幸夫 あずさ監査法人

（注）１．継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

２．監査業務に関わる補助者の構成は、監査法人の決定に基づき決定されております。具体的には公

認会計士２名、会計士補２名及びその他５名により構成されております。

⑤　社外取締役及び社外監査役との関係

当社では、社外取締役は選任しておりません。

また、社外監査役が取締役に就任する会社との人事、資金、技術及び取引等の関係はありません。

(3）役員報酬の内容

取締役の年間報酬額　　　 115,611千円

監査役の年間報酬額　 　　　5,724千円（うち社外監査役 720千円）

(4）監査報酬の内容

　公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　　29,000千円

　上記以外の業務に基づく報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  5,100千円

(5）取締役の定数

　当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

(6）取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

(7）会社法第454条第５項の規定に基づく中間配当ができる旨の定款規定

　当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、

毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

EDINET提出書類

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド株式会社(E04916)

有価証券報告書

 34/101



第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「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、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「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、第26期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第

27期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の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、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

の連結財務諸表及び第26期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、並びに、

金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日ま

で）の連結財務諸表及び第27期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表について、あず

さ監査法人により監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　 　
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   2,584,611   2,112,543  

２．受取手形及び売掛金   1,465,379   1,405,250  

３．有価証券   16,180   16,228  

４．たな卸資産   128,659   89,514  

５．繰延税金資産   60,625   27,260  

６．その他   207,451   220,952  

７．貸倒引当金   △36,216   △28,239  

流動資産合計   4,426,689 78.5  3,843,508 76.8

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物及び構築物  225,138   223,342   

減価償却累計額  58,872 166,266  72,223 151,119  

２．機械装置及び運搬具  55,421   94,784   

減価償却累計額  52,955 2,466  90,677 4,107  

３．工具器具及び備品  334,693   317,707   

減価償却累計額 ※２ 271,514 63,179  257,783 59,924  

４．土地   60,725   60,725  

有形固定資産合計   292,636 5.2  275,875 5.5

(2）無形固定資産        

１．ソフトウェア   107,653   111,577  

２．その他   5,369   5,369  

無形固定資産合計   113,022 2.0  116,946 2.4

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※１  321,467   374,767  

２．繰延税金資産   83,220   －  

３．敷金・保証金   253,008   252,172  

４．その他   156,746   145,134  

５．貸倒引当金   △6,901   △6,901  

投資その他の資産合計   807,540 14.3  765,172 15.3

固定資産合計   1,213,198 21.5  1,157,993 23.2

資産合計   5,639,887 100.0  5,001,501 100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   875,841   571,503  

２．短期借入金   900,000   914,115  

３．未払金   63,305   48,265  

４．未払消費税等   27,852   30,711  

５．未払法人税等   23,320   16,597  

６．未払賞与   149,888   133,576  

７．繰延税金負債   －   540  

８．未払費用   208,940   232,049  

９．前受金   171,002   295,541  

10．その他   75,795   65,352  

流動負債合計   2,495,943 44.3  2,308,249 46.1

Ⅱ　固定負債        

１．転換社債型新株予約権
付社債

  75,360   60,660  

２．役員退職慰労引当金   381,500   1,100  

３．繰延税金負債   －   85,131  

４．その他   23,170   7,972  

固定負債合計   480,030 8.5  154,863 3.1

負債合計   2,975,973 52.8  2,463,112 49.2

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  663,638 11.8  670,368 13.4

２．資本剰余金 　  498,392 8.8  505,122 10.1

３．利益剰余金 　  1,169,000 20.7  1,137,901 22.8

４．自己株式 　  △98 △0.0  △98 △0.0

　　株主資本合計 　  2,330,932 41.3  2,313,293 46.3

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１．その他有価証券評価差
額金

　  7,736 0.1  5,880 0.1

２．為替換算調整勘定 　  303,035 5.4  196,637 3.9

　　評価・換算差額等合計 　  310,771 5.5  202,517 4.0

Ⅲ　新株予約権 　  3,212 0.1  3,264 0.1

Ⅳ　少数株主持分 　  18,999 0.3  19,315 0.4

純資産合計 　  2,663,914 47.2  2,538,389 50.8

負債純資産合計 　  5,639,887 100.0  5,001,501 100.0
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②【連結損益計算書】

　 　
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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
（％）

Ⅰ　売上高   7,118,337 100.0  7,095,909 100.0

Ⅱ　売上原価 　  2,892,615 40.6  3,156,167 44.5

売上総利益   4,225,722 59.4  3,939,742 55.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

 4,005,982 56.3  3,952,077 55.7

営業利益（△損失）   219,740 3.1  △12,335 △0.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  11,713   11,649   

２．受取配当金  1,000   1,000   

３．為替差益  7,662   －   

４．雑収入  4,200 24,575 0.3 4,071 16,720 0.2

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  21,419   18,439   

２．持分法による投資損失  17,213   8,048   

３．投資事業組合損失  3,572   5,109   

４．為替差損  －   39,697   

５．雑損失  5,444 47,648 0.6 4,466 75,759 1.0

経常利益（△損失）   196,667 2.8  △71,374 △1.0

Ⅵ　特別利益        

１．持分変動利益  11,163   －   

２．貸倒引当金戻入益  142   23   

３．役員退職慰労引当金取
崩益

 －   380,400   

４．過年度消費税修正益  5,744   －   

５．過年度使用料修正益  5,658   －   

６．過年度使用料返戻金  － 22,707 0.3 11,463 391,886 5.5

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※３ 1,842   69   

２．固定資産売却損 ※４ －   638   

３．過年度売上修正損  10,000   －   

４．投資有価証券評価損  4,300   10,699   

５．減損損失 ※６ － 16,142 0.2 9,549 20,955 0.3

税金等調整前当期純利
益

  203,232 2.9  299,557 4.2
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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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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
（％）

法人税、住民税及び事業
税

 60,241   22,472   

過年度法人税等  －   6,746   

法人税等調整額  24,242 84,483 1.2 203,530 232,748 3.3

少数株主損失（△利
益）

  11,507 0.1  △2,568 △0.0

当期純利益   130,256 1.8  64,241 0.9

        

③【連結株主資本等変動計算書】

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）

 
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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日　残高（千円） 663,638 498,392 1,169,000 △98 2,330,932

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 6,729 6,729   13,459
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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

剰余金の配当   △95,340  △95,340

当期純利益   64,241  64,241

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）

6,729 6,729 △31,099 － △17,639

平成20年３月31日　残高（千円） 670,368 505,122 1,137,901 △98 2,313,293

 

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

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      13,459

剰余金の配当      △95,340

当期純利益      64,241

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△1,856 △106,398 △108,254 52 316 △107,886

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△1,856 △106,398 △108,254 52 316 △125,525

平成20年３月31日　残高（千円） 5,880 196,637 202,517 3,264 19,315 2,538,389
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前当期純利益  203,232 299,557

減価償却費  136,060 109,420

役員退職慰労引当金の減
少額

 － △380,400

貸倒引当金の増加額（△
減少額）

 3,154 △4,257

受取利息及び受取配当金  △12,713 △12,649

支払利息  21,419 18,439

持分法による投資損失  17,213 8,048

固定資産売却損  － 638

固定資産除却損  1,842 69

減損損失  － 9,549

投資有価証券評価損  4,300 10,699

投資事業組合損失  3,572 5,109

持分変動利益  △11,163 －

売上債権の減少額（△増
加額）

 38,832 △23,704

たな卸資産の減少額（△
増加額）

 △59,271 10,025

その他資産の増加額  △19,851 △7,430

仕入債務の増加額（△減
少額）

 163,680 △272,621

未払金の増加額  8,628 7,449

その他負債の増加額  52,412 124,153

その他  3,212 7,172

小計  554,558 △90,734

利息及び配当金の受取額  12,682 12,584

利息の支払額  △20,867 △18,689

法人税等の支払額  △87,808 △58,301

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 458,565 △155,140
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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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

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 －

有価証券の売却による収
入

 9,995 －

投資有価証券の取得によ
る支出

 △87,258 △105,000

投資事業組合分配金によ
る収入

 12,312 17,500

有形固定資産の取得によ
る支出

 △44,919 △39,319

有形固定資産の売却によ
る収入

 － 161

ソフトウェアの取得によ
る支出

 △69,714 △76,006

敷金・保証金の差入れに
よる支出

 △43,578 △4,880

敷金・保証金の返還によ
る収入

 14,965 487

会員権の売却による収入  20,000 20,000

貸付金の貸付けによる支
出

 △2,278 △1,000

貸付金の回収による収入  5,362 3,042

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △126,088 △185,015
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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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

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  △119,544 14,115

配当金の支払額  △95,320 △95,340

社債の発行による収入  75,360 －

株式の発行による収入  506 13,459

少数株主への配当金の支
払額

 － △2,252

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

 △113,938 △70,017

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 8,404 △61,896

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（△減少額）

 226,943 △472,068

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 2,357,668 2,584,611

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 2,584,611 2,112,543
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連結財務諸表作成のための基本となる事項

項目
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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。

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）

ウィルソン・ラーニング　India ＰＶＴ. 

ＬＴＤ.（インド）

の13社であります。

ウィルソン・ラーニング　India ＰＶＴ. 

ＬＴＤ.（インド）は、平成19年10月30

日に設立したため、当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。

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

 (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。

(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。 
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項目
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

 (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。

(ハ）

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、展智（北

京）企業管理諮詢有限公司（中国）を除

き連結決算日と一致しております

展智（北京）企業管理諮詢有限公司の決

算日は12月31日であり、連結財務諸表の作

成にあたりましては、３月31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。

同左

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

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

 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

 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

 (ロ）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

(ロ)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

(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
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項目
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

  （会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度よ

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。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

  （追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、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。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

 在外連結子会社

定額法

在外連結子会社

同左

 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

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

同左

 (ロ）無形固定資産 (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。

同左
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項目
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

(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

 (ロ）退職給付引当金 (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。

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。

(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。

また、平成20年３月31日開催の取締役

会において、役員退職慰労金・弔慰金

等支給規程を改訂して、既存の引当金

について、代表取締役社長への退職慰

労金の金額を全額削減し、他の役員へ

の退職慰労金の一部削減とあわせて、

合計367,600千円の削減をすることと

し、平成20年６月開催予定の定時株主

総会の承認を得た上で打切支給する

ことといたしました。また、その後、２

名の対象者から返上の申し出があり、

代表取締役社長の分とあわせ380,400

千円を役員退職慰労引当金取崩益と

して特別利益に計上いたしました。

(4）重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

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。

同左
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項目
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

(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

(6）その他連結財務諸表作

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

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６．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

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

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20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。

　　　　　　　　　――――――

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 59,245千円

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 43,984千円

※２　　　　　　　　―――――― ※２　減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示

しています。
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（連結損益計算書関係）

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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。

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

給与手当 1,889,869千円

賞与 231,904千円

法定福利費 387,642千円

賃借料 383,377千円

支払手数料 54,290千円

貸倒引当金繰入額 2,246千円

※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

164,404千円 147,076千円

※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 1,267千円

工具器具及び備品 574千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具器具及び備品 69千円

※４　　　　　　　　―――――― ※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

工具器具及び備品 638千円

　５　減損会計におけるグルーピングの方法 　５　　　　　　　　――――――

　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。

 

 ※６　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。

 
資産グループ  用途 種類 場所

ウィルソン・
ラーニング　　
Europa LTD.

事業用資産
工具器具備
品
リース資産

イギリス

　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。

　当連結会計年度において、収益性が著しく低下し

た資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（9,549千円）として特

別損失に計上しました。その内訳は、工具器具備品

2,635千円及びリース資産6,914千円であります。

　なお、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値

がマイナスである資産グループについては、回収可

能額をないものとして減損損失を計上いたしまし

た。

EDINET提出書類

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド株式会社(E04916)

有価証券報告書

 49/101



（連結株主資本等変動計算書関係）

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

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加1,000株は、ストック・オプションの行使による増加1,000株であります。

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）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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 4,767,080 26,600 － 4,793,680

合計 4,767,080 26,600 － 4,793,680

自己株式     
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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）

普通株式 60 － － 60

合計 60 － － 60

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加26,600株は、ストック・オプションの行使による増加26,600株であります。

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）

 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

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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20年６月25日

定時株主総会
普通株式 47,936 利益剰余金 10　 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

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19年３月31日現在）
　

（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

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20年３月31日現在）
　

（千円）

現金及び預金勘定 2,112,543

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 2,112,543
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（リース取引関係）

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

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）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び運搬
具

4,219 820 3,399

工具器具及び備品 41,853 14,594 27,259

ソフトウェア 142,499 88,692 53,806

合計 188,573 104,107 84,465

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）

減損損
失累計
額相当
額（千
円）

期末残
高相当
額
（千
円）

機械装置及び
運搬具

16,986 8,080 6,914 1,992

工具器具及び
備品

47,801 27,211 － 20,590

ソフトウェア 43,833 26,929 － 16,903

合計 108,621 62,221 6,914 39,486

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

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 55,501千円

１年超 30,886千円

合計 86,387千円

１年内 30,306千円

１年超 17,289千円

合計 47,596千円

リース資産減損勘定の残高 6,914千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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 68,674千円

減価償却費相当額 65,321千円

支払利息相当額 3,553千円

支払リース料 63,291千円

リース資産減損勘定の取崩額 －千円

減価償却費相当額 60,248千円

支払利息相当額 2,316千円

減損損失 6,914千円

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

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

（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。

――――――
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（有価証券関係）

（前連結会計年度）（平成19年３月31日現在）

　　１.その他有価証券で時価のあるもの

　 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差　額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(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 － － －

 小計 10,562 11,532 970

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

　　国債・地方債等 － － －

　　社債 － － －

　　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

 合計 10,562 11,532 970

　　２.当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

9,995 － －

　　３.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

（注）　発行会社の財政状態の悪化により実質価額が帳簿価額に比べて著しく下落した場合は、相当の減額処理を実施し

ております。なお、当連結会計年度において、投資有価証券（非上場株式）について4,300千円減損処理を行っており

ます。
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　　４.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 　

　 １年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

(1）債券     

  　国債・地方債等 － － － －

  　社債 － 11,532 － －

  　その他 － － － －

(2）その他 － － － －

合計 － 11,532 － －

（当連結会計年度）（平成20年３月31日現在）

　　１.その他有価証券で時価のあるもの

　 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差　額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

　　国債・地方債等 － － －

　　社債 － － －

　　その他 － － －

(3）その他 － － －

 小計 － － －

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

　　国債・地方債等 － － －

　　社債 10,562 10,112 △449

　　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 10,562 10,112 △449

 合計 10,562 10,112 △449

　　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 16,157

　その他投資信託他 70

　非上場株式 55,000

  投資事業組合 265,671

（注）　発行会社の財政状態の悪化により実質価額が帳簿価額に比べて著しく下落した場合は、相当の減額処理を実施し

ております。なお、当連結会計年度において、投資有価証券（非上場株式）について10,699千円減損処理を行ってお

ります。

　　３.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 　
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　 １年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

(1）債券     

  　国債・地方債等 － － － －

  　社債 － 10,112 － －

  　その他 － － － －

(2）その他 － － － －

合計 － 10,112 － －
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項 　

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
　  至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ

ります。 

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債

務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を

図る目的で利用しております。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有し

ております。

なお、取引相手先は信用度の高い金融機関に限定して

いるため、信用リスクはほとんどないと認識しており

ます。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担

当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、

または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ

バティブ取引のリスクの大きさを示すものではあり

ません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成19年３月31日）及び当連結会計年度（平成20年３月31日）

期末残高がないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けております。米国子会社等においては、確定拠出型の退

職給付制度を導入しております。

２．退職給付債務に関する事項

　
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △200,949 △199,084

(2）年金資産（千円） 307,402 320,368

(3）未積立退職給付債務　(1)＋(2)（千円） 106,452 121,284

(4）未認識過去勤務債務（千円） － －

(5）連結貸借対照表計上額純額

(3)＋(4)（千円）
106,452 121,284

(6）前払年金費用（千円） 106,452 121,284

(7）退職給付引当金　(5)－(6)（千円） － －

　（注）　当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

　
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

退職給付費用（千円） 48,250 57,095

勤務費用（千円） 48,250 57,095

　（注）　当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

割引率（％） 2.0 2.0
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（ストック・オプション等関係）

 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．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　　　3,212千円

 ２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 (1) ストック・オプションの内容
　 平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び

人数

 当社取締役 　９名

 当社従業員 　10名

　

 当社取締役 　９名

 当社従業員 　52名

 

 当社取締役 　８名

 子会社取締役 ６名

 当社従業員 　26名

 株式の種類別のストッ

ク・オプションの数

（注）

 普通株式　35,000株  普通株式　128,500株  普通株式　160,000株

 付与日  平成13年９月４日  平成14年11月27日  平成17年８月22日

 権利確定条件

 付与日（平成13年９月４日）
以降、権利確定日（平成15年６
月26日）まで継続して勤務し
ていること。

 付与日（平成14年11月27日）
以降、権利確定日（平成16年６
月24日）まで継続して勤務し
ていること。

 付与日（平成17年８月22日）
以降、権利確定日（平成19年６
月28日）まで継続して勤務し
ていること。

 対象勤務期間
 自平成13年９月４日

至平成15年６月26日

 自平成14年11月27日

至平成16年６月24日

 自平成17年８月22日

至平成19年６月28日

 権利行使期間  権利確定後３年以内。  権利確定後３年以内。  権利確定後３年以内。

 （注）株式数に換算して記載しております。

　

 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成19年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション
の数については、株式数に換算して記載しております。

 　　①ストック・オプションの数

 平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

 権利確定前（株）    

 　前連結会計年度末 － － 160,000

 　付与 － － －

 　失効 － － 10,000

 　権利確定 － － －

 　未確定残 － － 150,000

 権利確定後（株）    

 　前連結会計年度末 32,000 50,600 －

 　権利確定 － － －

 　権利行使 － 1,000 －

 　失効 32,000 1,000 －

 　未行使残 － 48,600 －

　

 　　②単価情報

 平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

 権利行使価格（円） 2,384 506 695

 行使時平均株価（円） － 700 －

 付与日における公正な

評価単価（円）
－ － 222

 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度においては、米国会計基準に基づき米国子会社役員に付与した平成17年ストック・オプションにつ
いて公正な評価単価を見積もっております。

 　①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式

 　②　主な基礎数値及び見積方法

　 平成17年ストック・オプション

 株価変動性（注）１  　　　　　　　　　　　　54.537％

 予想残存期間（注）２  　　　　　　　　　　　　 3.350年
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　 平成17年ストック・オプション

 予想配当（注）３  　　　　　　　　　　　　20円／株

 無リスク利子率（注）４  　　　　　　　　　　　　 0.340％
（注）１．付与日までの過去3.35年（平成14年４月17日から平成17年８月22日まで）の株価実績に基づき算定し

ております。
２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ
れるものと推定して見積もっております。
３．平成17年３月期の配当実績によっております。
４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

　

 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 　　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま
す。

 当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　　　   20千円

 ２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 (1) ストック・オプションの内容
　 平成14年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び

人数

 当社取締役 　９名

 当社従業員 　52名

 

 当社取締役 　８名

 子会社取締役 ６名

 当社従業員 　26名

 株式の種類別のストッ

ク・オプションの数

（注）

 普通株式　128,500株  普通株式　160,000株

 付与日  平成14年11月27日  平成17年８月22日

 権利確定条件

 付与日（平成14年11月27日）
以降、権利確定日（平成16年６
月24日）まで継続して勤務し
ていること。

 付与日（平成17年８月22日）
以降、権利確定日（平成19年６
月28日）まで継続して勤務し
ていること。

 対象勤務期間
 自平成14年11月27日

至平成16年６月24日

 自平成17年８月22日

至平成19年６月28日

 権利行使期間  権利確定後３年以内。  権利確定後３年以内。

 （注）株式数に換算して記載しております。
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 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成20年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション
の数については、株式数に換算して記載しております。

 　　①ストック・オプションの数

 平成14年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

 権利確定前（株）   

 　前連結会計年度末 － 150,000

 　付与 － －

 　失効 － 1,000

 　権利確定 － 149,000

 　未確定残 － －

 権利確定後（株）   

 　前連結会計年度末 48,600 －

 　権利確定 － 149,000

 　権利行使 26,600 －

 　失効 22,000 24,000

 　未行使残 － 125,000

　

 　　②単価情報

 平成14年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

 権利行使価格（円） 506 695

 行使時平均株価（円） 622 －

 付与日における公正な

評価単価（円）
－ 222

 ３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 　　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま
す。
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（税効果会計関係）

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 （千円）

（1）流動資産  

（繰延税金資産）  

未払賞与 36,309

見積外注費 13,643

見積社会保険料 4,225

その他 6,963

小計 61,141

評価性引当額 △517

計 60,625

　  

　  

　  

　  

　  

　  

　  

　  

　  

（2）固定資産  

（繰延税金資産）  

繰越欠損金 829,543

役員退職慰労引当金 155,270

貸倒引当金 47,110

関連会社株式 19,942

税額控除 8,263

会員権 6,105

その他 7,011

小計 1,073,247

評価性引当額 △914,879

計 158,367

（繰延税金負債）  

前払年金費用 △44,461

在外子会社に係る未配分利益 △23,959

その他有価証券評価差額金 △5,310

その他 △1,416

小計 △75,147

繰延税金資産の純額 83,220

 （千円）

（1）流動資産  

（繰延税金資産）  

未払賞与 36,212

見積外注費 17,971

繰越欠損金 16,120

見積社会保険料 4,200

研修材料 2,632

未払事業所税 2,039

その他 7,172

小計 86,348

評価性引当額 △59,089

計 27,260

　  

（2）流動負債  

（繰延税金負債）  

その他 △540

計 △540

　  

（3）固定負債  

（繰延税金資産）  

繰越欠損金 735,654

貸倒引当金 33,496

関連会社株式 19,942

税額控除 9,117

会員権 6,105

投資有価証券 6,104

その他 9,385

小計 819,806

評価性引当額 △818,303

計 1,502

（繰延税金負債）  

前払年金費用 △49,362

在外子会社に係る未配分利益 △31,732

その他有価証券評価差額金 △4,036

その他 △1,502

小計 △86,633

繰延税金負債の純額 △85,131
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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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率     40.7％

税効果を伴わない一時差異     10.4

住民税均等割      1.7

交際費等永久に損金に算入されない

項目
     1.2

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
  △ 0.4

評価性引当額  △ 12.7

源泉外国税額調整   　 0.3

在外子会社の税率差      1.2

留保利益に係る税効果修正   　 2.6

子会社繰越欠損金使用額     31.3

持分法による投資損失      1.1

その他      0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率    77.7
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

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）

　
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）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

 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

Ⅱ．資産、減価償却費及び資

本的支出
      

 資産 2,071,505 684,243 31,170 2,786,918 2,852,969 5,639,887

 減価償却費 61,833 50,644 － 112,477 23,583 136,060

 資本的支出 48,017 64,714 － 112,731 1,902 114,633

　（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。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,852,969千円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

５．減価償却費及び資本的支出には、無形固定資産と同資産に係る償却額が含まれています。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

 売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,519,607 2,571,788 4,514 7,095,909 － 7,095,909

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

 計 4,519,607 2,571,788 4,514 7,095,909 － 7,095,909

 営業費用 4,197,550 2,341,551 60,409 6,599,510 508,734 7,108,244

 営業利益（△損失） 322,057 230,237 △55,895 496,399 (508,734) △12,335

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出
      

 資産 1,866,243 691,661 14,825 2,572,729 2,428,772 5,001,501

 減価償却費 34,397 58,998 295 93,690 15,730 109,420

 減損損失 9,549 － － 9,549 － 9,549

 資本的支出 54,668 60,178 65 114,911 414 115,325

　（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
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・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508,734千円であり、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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,428,772千円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

        ５．減価償却費及び資本的支出には、無形固定資産と同資産に係る償却額が含まれています。

６．会計方針の変更

　「連結財務諸表作成のための基本となる事項」４．（２）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。この変更に伴う影響額は軽微であります。

７．追加情報

　「連結財務諸表作成のための基本となる事項」４．（２）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、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。この変更に伴

う影響額は軽微であります。

８．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、当連結会計年度より、

「ＨＲＤ事業」に統合しております。

　この変更は、従来、「ＨＲＤ事業」は、当社グループが自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、前連結会計年度と同様の事業区分によった場合、当連結会計年度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）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

 売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 4,444,796 2,571,788 4,514 74,811 7,095,909 － 7,095,909

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － － －

 計 4,444,796 2,571,788 4,514 74,811 7,095,909 － 7,095,909

 営業費用 3,948,841 2,341,551 60,409 － 6,350,801 757,443 7,108,244

 営業利益（△損失） 495,955 230,237 △55,895 74,811 745,108 (757,443) △12,335

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出
       

 資産 1,854,054 691,661 14,825 12,189 2,572,729 2,428,772 5,001,501
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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）

 減価償却費 34,397 58,998 295 － 93,690 15,730 109,420

 減損損失 9,549 － － － 9,549 － 9,549

 資本的支出 54,668 60,178 65 － 114,911 414 115,325
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【所在地別セグメント情報】

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
フィック
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．
売上高及び

営業利益
        

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

Ⅱ．資産 1,682,043 727,508 214,533 242,148 199,561 3,065,793 2,574,094 5,639,887

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は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。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,852,969千円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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
フィック
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．
売上高及び

営業利益
        

 売上高         

(1）外部顧

客に対

する売

上高

4,508,282 1,569,446 418,436 196,935 402,810 7,095,909 － 7,095,909

(2）セグメ

ント間

の内部

売上高

310,345 321,755 56,348 12,774 12,514 713,736 (713,736) －

 計 4,818,627 1,891,201 474,784 209,709 415,324 7,809,645 (713,736) 7,095,909

 営業費用 4,318,340 1,863,899 550,038 196,273 388,095 7,316,645 (208,401) 7,108,244

 
営業利益

(△損失)
500,287 27,302 △75,254 13,436 27,229 493,000 (505,335) △12,335
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国内
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

中国
（千円）

アジア・
パシ
フィック
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅱ．資産 1,632,481 742,750 165,656 216,429 215,374 2,972,690 2,028,811 5,001,501

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は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、インド他

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508,734千円であり、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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,428,772千円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

５．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9,000千円、133,426千円、46,589千円、12,949千円、46,745千円増加し、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」の営業費用は248,709千円減少しております。

６．会計方針の変更

　「連結財務諸表作成のための基本となる事項」４．（２）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。この変更に伴う影響額は軽微であります。

EDINET提出書類

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド株式会社(E04916)

有価証券報告書

 68/101



７．追加情報

　「連結財務諸表作成のための基本となる事項」４．（２）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、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。この変更に伴

う影響額は軽微であります。

【海外売上高】

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　 北米 欧州 中国
アジア・
パシフィック

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,551,426 433,486 208,348 413,738 2,606,998

Ⅱ　連結売上高（千円）     7,095,909

Ⅲ　海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％）

21.9 6.1 2.9 5.8 36.7

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は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、インド他

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。
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【関連当事者との取引】

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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 554円16銭

１株当たり当期純利益 27円33銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     27円19銭

１株当たり純資産額    524円82銭

１株当たり当期純利益   13円42銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益    13円41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。

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,663,914 2,538,389

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円）
22,211 22,579

（うち新株予約権） (3,212) (3,264)

（うち少数株主持分） (18,999) (19,315)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,641,703 2,515,810

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株）
4,767,020 4,793,620

　（注）２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 130,256 64,241

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 130,256 64,241

期中平均株式数（株） 4,766,094 4,788,060
   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 24,467 2,423

（うち新株予約権） (24,467) (2,423)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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１種類（新株予約権の

数1,250個）。

　（注）前連結会計年度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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

ストックオプションの発行について

平成20年６月６日開催の提出会社取締役会において、平成19年６月27日開催の提出会社第26回株主総会で承認

されましたストック・オプションとして発行する新株予約権について、発行内容の決議を行い発行いたしまし

た。

(1）新株予約権の発行日　　　　　平成20年６月６日

(2）新株予約権の発行数　　　　　1,600個

(3）新株予約権の発行価額　　　　金銭で払い込むことを要しない

(4）新株予約権の目的となる　　　当社普通株式160,000株

　　株式の種類及び数

(5）新株予約権の行使に際し　　　1株につき365円

　　ての払込価額

(6）新株予約権の行使期間　　　　平成21年６月28日から平成24年６月27日
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率（％） 担保 償還期限

  平成年月日     平成年月日
ウィルソン・
ラーニング　コリ
ア

無担保転換社債型新株
予約権付社債
（注）１、２

19.１.22
75,360

(600,000千ウォン)
60,660

(600,000千ウォン)
4.0 なし 22.１.22

合計 － － 75,360 60,660 － － －

　（注）１．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄 －

発行すべき株式 普通株式

新株予約権の発行価額（円） 無償

株式の発行価格（円）
1,256

(10,000ウォン）

発行価額の総額(千円） 60,660
(600,000千ウォン）

新株予約権の行使により発行した株式の発
行価額の総額（千円）

－

新株予約権の付与割合（％） 100

新株予約権の行使期間
自　平成20年１月22日
至　平成22年１月22日

　（注）　なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の

全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものと

します。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
（千円）

１年超２年
以内
（千円）

２年超３年
以内
（千円）

３年超４年
以内
（千円）

４年超５年
以内
（千円）

－ 60,660 － － －

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 900,000 914,115 1.8 －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他の有利子負債（リース債務） 25,910 10,771 2.7 平成21年 

合計 925,910 924,887 － －

　（注）「平均利率」については、期末有利子負債残高に対する加重平均利率を記載しております。

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   2,017,304   1,621,877  

２．受取手形   7,598   13,375  

３．売掛金 ※１  1,021,086   1,000,823  

４．有価証券   16,093   16,157  

５．研修材料   15,485   10,555  

６．仕掛品   43,459   9,703  

７．貯蔵品   2,680   6,167  

８．前払費用   131,744   149,152  

９．繰延税金資産   59,449   25,925  

10．未収入金 ※１  36,531   32,712  

11．未収還付法人税等   －   24,200  

12．立替金   3,863   8,069  

13．その他 ※１  21,339   31,417  

14．貸倒引当金   △25,457   △104,100  

流動資産合計   3,351,179 72.2  2,846,037 69.8

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  196,788   198,771   

減価償却累計額  44,188 152,599  55,655 143,116  

２．工具器具及び備品  83,044   86,516   

減価償却累計額  60,458 22,586  66,143 20,372  

３．土地   60,725   60,725  

有形固定資産合計   235,910 5.1  224,215 5.5

(2）無形固定資産        

１．ソフトウェア   103,619   108,679  

２．電話加入権   5,150   5,150  

無形固定資産合計   108,770 2.3  113,830 2.8
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   262,222   330,783  

２．関係会社株式   226,724   218,978  

３．関係会社長期貸付金   35,006   23,230  

４．長期前払費用   3,956   2,987  

５．繰延税金資産   107,178   －  

６．敷金・保証金   219,212   219,287  

７．長期性預金   100,000   100,000  

８．保険積立金   18,434   11,692  

９．その他   12,238   12,238  

10．貸倒引当金   △37,884   △24,654  

投資その他の資産合計   947,090 20.4  894,545 21.9

固定資産合計   1,291,771 27.8  1,232,590 30.2

資産合計   4,642,950 100.0  4,078,627 100.0
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金 ※１  674,248   441,267  

２．短期借入金   900,000   900,000  

３．未払金 ※１  66,734   106,148  

４．未払費用   220,909   207,876  

５．未払消費税等   20,301   17,404  

６．未払法人税等   12,665   5,878  

７．前受金   27,688   90,276  

８．預り金   41,217   34,687  

流動負債合計   1,963,765 42.3  1,803,539 44.2

Ⅱ　固定負債        

１．繰延税金負債   －   53,398  

２．役員退職慰労引当金   381,500   1,100  

３．その他   10,771   －  

固定負債合計   392,271 8.4  54,499 1.4

負債合計   2,356,036 50.7  1,858,038 45.6

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  663,638 14.3  670,368 16.4

２．資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 498,392   505,122   

資本剰余金合計 　  498,392 10.7  505,122 12.4

３．利益剰余金 　       

(1）利益準備金 　 86,671   86,671   

(2）その他利益剰余金 　       

繰越利益剰余金 　 1,030,573   952,645   

利益剰余金合計 　  1,117,245 24.1  1,039,317 25.5

４．自己株式 　  △98 △0.0  △98 △0.0

株主資本合計 　  2,279,177 49.1  2,214,709 54.3

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１．その他有価証券評価差
額金

　  7,736 0.2  5,880 0.1

評価・換算差額等合計 　  7,736 0.2  5,880 0.1

純資産合計 　  2,286,914 49.3  2,220,589 54.4

負債純資産合計 　  4,642,950 100.0  4,078,627 100.0
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②【損益計算書】

　 　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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
（％）

Ⅰ　売上高        

１．ＨＲＤ事業売上 ※１ 1,888,694   1,867,999   

２．ＣＣ事業売上  2,120,620   2,571,788   

３．ＴＭ事業売上  －   4,514   

４．ロイヤリティ収入 ※１ 305,295 4,314,610 100.0 306,070 4,750,373 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．ＨＲＤ事業売上原価 ※１ 624,093   734,096   

２．ＣＣ事業売上原価  1,289,007   1,557,692   

３．ＴＭ事業売上原価  － 1,913,100 44.3 314 2,292,103 48.3

売上総利益   2,401,509 55.7  2,458,269 51.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  14,000   17,518   

２．運賃  10,556   9,937   

３．販売促進費  35,969   36,872   

４．役員報酬  103,002   121,335   

５．給与手当  785,353   926,904   

６．賞与  172,862   166,863   

７．退職給付費用  20,676   25,750   

８．福利厚生費  141,176   156,382   

９．消耗品費  41,884   38,589   

10．賃借料  323,838   353,029   

11．減価償却費  16,729   15,674   

12．旅費交通費  92,220   92,078   

13．通信費  15,596   18,190   

14．接待交際費  10,156   8,764   

15．顧問料  29,188   40,055   

16．事業所税  4,883   5,010   

17．研究開発費 ※１
※２

163,648   165,059   

18．業務委託費 ※１ 195,224   140,635   

19．ソフトウェア償却費  12,773   10,222   

20．貸倒引当金繰入  2,200   －   

21．その他  93,011 2,284,956 53.0 126,866 2,475,741 52.1

営業利益（△損失）   116,552 2.7  △17,471 △0.4
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前事業年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息 ※１ 6,975   7,320   

２．受取配当金 ※１ 21,037   3,752   

３．受入業務指導料 ※１ 7,309   3,994   

４．為替差益  13,836   －   

５．雑収入 　 1,465 50,623 1.2 3,530 18,597 0.4

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  16,366   15,561   

２．投資事業組合損失  3,572   5,108   

３．為替差損  －   37,530   

４．雑損失  1,211 21,150 0.5 54 58,256 1.2

経常利益（△損失）   146,025 3.4  △57,130 △1.2

Ⅵ　特別利益        

１．役員退職慰労引当金取
崩益

 －   380,400   

２．過年度消費税等  5,744   －   

３．過年度使用料修正益  5,658   －   

４．過年度使用料返戻金  － 11,403 0.3 11,463 391,863 8.3

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※３ 1,503   －   

２．貸倒引当金繰入額 　 45,281   65,413   

３．過年度売上修正損 　 10,000   －   

４．関係会社株式評価損 　 10,036   32,145   

５．投資有価証券評価損  4,300 71,121 1.7 10,699 108,259 2.3

税引前当期純利益   86,307 2.0  226,473 4.8

法人税、住民税及び事業
税

 46,766   6,940   

過年度法人税等  －   6,745   

法人税等調整額  19,596 66,362 1.5 195,375 209,061 4.4

当期純利益   19,945 0.5  17,412 0.4
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売上原価明細書

(a）ＨＲＤ事業売上原価

　 　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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
（％）

Ⅰ　研修材料費  265,743 42.6 419,548 57.1

Ⅱ　労務費  90,551 14.5 79,705 10.9

Ⅲ　支払ロイヤリティ  84,338 13.5 67,519 9.2

Ⅳ　外注費  116,790 18.7 103,439 14.1

Ⅴ　経費  66,669 10.7 63,885 8.7

（うち賃借料）  (21,493)  (23,544)  

（うち通信費）  (18,099)  (16,400)  

当期売上原価  624,093 100.0 734,096 100.0

(b）ＣＣ事業売上原価

　 　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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
（％）

Ⅰ　研修材料費  4,424 0.3 3,736 0.3

Ⅱ　労務費  22,825 1.8 26,911 1.7

Ⅲ　支払ロイヤリティ  847 0.1 1,787 0.1

Ⅳ　外注費  1,206,569 93.6 1,465,875 94.1

Ⅴ　経費  54,341 4.2 59,383 3.8

（うちソフトウェア償却費）  (45,452)  (54,360)  

（うち賃借料）  (6,294)  (3,785)  

当期売上原価  1,289,007 100.0 1,557,692 100.0

(c）ＴＭ事業売上原価

　 　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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
（％）

Ⅰ　外注費  － － 314 100.0

当期売上原価  － － 314 100.0

（脚注）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１．原価計算の方法
(1）ＨＲＤ事業、ＣＣ事業
プロジェクト別個別原価計算

１．原価計算の方法
(1）ＨＲＤ事業、ＣＣ事業、ＴＭ事業
プロジェクト別個別原価計算

③【株主資本等変動計算書】
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前事業年度（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

当期純利益   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。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

事業年度中の変動額         

新株の発行 6,729 6,729 6,729     13,459

剰余金の配当     △95,340 △95,340  △95,340

当期純利益     17,412 17,412  17,412

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）

6,729 6,729 6,729 － △77,928 △77,928 － △64,468

平成20年３月31日　残高
（千円）

670,368 505,122 505,122 86,671 952,645 1,039,317 △98 2,214,709
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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

事業年度中の変動額    

新株の発行   13,459

剰余金の配当   △95,340

当期純利益   17,412

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△1,856 △1,856 △1,856

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,856 △1,856 △66,324

平成20年３月31日　残高
（千円）

5,880 5,880 2,220,589
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2）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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 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

 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．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）研修材料

総平均法による低価法

(2）仕掛品

個別法による原価法

(3）貯蔵品

最終仕入原価法

同左

３．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

 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。

同左

 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、当事業年度

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
前事業年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

  （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、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

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

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。

同左

５．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

 (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。

(2）退職給付引当金

 同左
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項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

 (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。

(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。

また、平成20年３月31日開催の取締役

会において、役員退職慰労金・弔慰金

等支給規程を改訂して、既存の引当金

について、代表取締役社長への退職慰

労金の金額を全額削減し、他の役員へ

の退職慰労金の一部削減とあわせて、

合計367,600千円の削減をすることと

し、平成20年６月開催予定の定時株主

総会の承認を得た上で打切支給する

ことといたしました。また、その後、２

名の対象者から返上の申し出があり、

代表取締役社長の分とあわせ380,400

千円を役員退職慰労引当金取崩益と

して特別利益に計上いたしました。

６．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

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

　　　　　　　　　　――――――

表示方法の変更

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

（貸借対照表） 　　　　　　　　　　――――――

　前事業年度まで区分掲記しておりました流動資産の「関

係会社短期貸付金」（当事業年度20,339千円）は、資産の

総額の100分の１以下となったため、流動資産の「その

他」に含めて表示することにしました。

 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　関係会社に対する主な資産・負債 ※１　関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記したもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりであります。

区分掲記したもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりであります。

売掛金 166,168千円

その他（短期貸付金） 20,339千円

未収入金 15,965千円

買掛金 11,242千円

未払金 30,963千円

売掛金 205,498千円

その他（短期貸付金） 30,417千円

未収入金 32,090千円

買掛金 31,326千円

未払金 80,085千円

　２　　　　　　　―――――― 　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）

ウィルソン・ラーニング 8,214

Europa　ＬＴＤ. ( 41千ポンド)
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（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

※１　関係会社との取引のうち、主なものは次のとおりで

あります。

※１　関係会社との取引のうち、主なものは次のとおりで

あります。

ＨＲＤ事業売上 26,442千円

ロイヤリティ収入 305,295千円

ＨＲＤ事業売上原価 65,176千円

研究開発費 149,714千円

業務委託費 195,224千円

受取利息 4,566千円

受取配当金 20,037千円

受入業務指導料 7,309千円

ＨＲＤ事業売上 25,413千円

ロイヤリティ収入 306,070千円

ＨＲＤ事業売上原価 55,932千円

研究開発費 153,148千円

業務委託費 139,665千円

受取利息 2,914千円

受取配当金 2,752千円

受入業務指導料 3,994千円

※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

                     163,648千円                             165,059千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　　　　　　　――――――

建物 1,267千円

工具器具及び備品 235千円

 

　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

　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。

　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、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。

（株主資本等変動計算書関係）

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

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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
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（リース取引関係）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

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）

期末残高
相当額
（千円）

車両及び運搬具 4,219 820 3,399

工具器具及び備品 41,853 14,594 27,259

ソフトウェア 142,499 88,692 53,806

合計 188,573 104,107 84,465

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

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）

期末残高
相当額
（千円）

車両及び運搬具 4,219 2,227 1,992

工具器具及び備品 47,801 27,211 20,590

ソフトウェア 43,833 26,929 16,903

合計 95,854 56,368 39,486

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 55,501千円

１年超 30,886千円

合計 86,387千円

１年内 26,639千円

１年超 14,043千円

合計 40,682千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 68,674千円

減価償却費相当額 65,321千円

支払利息相当額 3,553千円

支払リース料 60,619千円

減価償却費相当額 57,576千円

支払利息相当額 2,316千円

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

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

（有価証券関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月

31日）における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。
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（税効果会計関係）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 （千円）

（1）流動資産  

（繰延税金資産）  

未払賞与 35,209

見積外注費 13,588

貸倒引当金 10,361

未払社会保険料 4,225

その他 7,002

小計 70,387

評価性引当額 △10,937

計 59,449

　  

　  

（2）固定資産  

（繰延税金資産）  

関係会社株式 1,175,489

役員退職慰労引当金 155,270

貸倒引当金 15,418

会員権 6,105

その他 7,011

小計 1,359,295

評価性引当額 △

1,202,344

計 156,950

（繰延税金負債）  

前払年金費用 △44,461

その他有価証券評価差額金 △5,310

計 △49,771

繰延税金資産の純額 107,178
  

 （千円）

（1）流動資産  

（繰延税金資産）  

貸倒引当金 42,368

未払賞与 35,002

見積外注費 17,868

繰越欠損金 16,120

未払社会保険料 4,200

その他 11,802

小計 127,363

評価性引当額 △101,437

計 25,925

　  

（2）固定資産  

（繰延税金資産）  

関係会社株式 1,188,573

貸倒引当金 10,034

会員権 6,105

投資有価証券 6,104

その他 9,385

小計 1,220,202

評価性引当額 △

1,220,202

計 －

（繰延税金負債）  

前払年金費用 △49,362

その他有価証券評価差額金 △4,036

計 △53,398

繰延税金負債の純額 △53,398
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 　　40.7％

評価性引当額 　　32.2

特別減税 　△ 8.5

住民税均等割    　5.5

交際費等永久に損金に算入されない

項目
   　4.8

特定子会社等留保金額 　　 5.5

外国税額控除等   △ 3.8

その他      0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率  　76.9

　   

法定実効税率 　　40.7％

評価性引当額 　　47.8　　　　

住民税均等割    　2.1

交際費等永久に損金に算入されない

項目
   　1.6

その他   　 0.1　　

税効果会計適用後の法人税等の負担率  　92.3　　
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（１株当たり情報）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額          479円74銭

１株当たり当期純利益       4円18銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
      4円16銭

１株当たり純資産額        463円24銭

１株当たり当期純利益        3円64銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
       3円63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。

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,286,914 2,220,589

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）  （－）  （－）　

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,286,914 2,220,589

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株）
4,767,020 4,793,620

　（注）２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 19,945 17,412

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 19,945 17,412

期中平均株式数（株） 4,766,094 4,788,060
   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 24,467 2,423

（うち新株予約権） (24,467) (2,423)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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320

個）。（注）

新株予約権１種類（新株予約権

1,250個）。（注）

　（注）前事業年度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。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

ストックオプションの発行について

平成20年６月６日開催の取締役会において、平成19年６月27日開催の第26回株主総会で承認されましたストッ

ク・オプションとして発行する新株予約権について、発行内容の決議を行い発行いたしました。

(1）新株予約権の発行日　　　　　平成20年６月６日

(2）新株予約権の発行数　　　　　1,600個

(3）新株予約権の発行価額　　　　金銭で払い込むことを要しない

(4）新株予約権の目的となる　　　当社普通株式160,000株

　　株式の種類及び数

(5）新株予約権の行使に際し　　　1株につき365円

　　ての払込価額

(6）新株予約権の行使期間　　　　平成21年６月28日から平成24年６月27日
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証

券

その他

有価証券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）

㈱ハーフセンチュリーモア 1,000 50,000

日本データビジョン㈱ 50 5,000

㈱ディーオーイー 40 0

㈱キイストン 50 0

計 1,140 55,000

【債券】

投資有価証

券

その他

有価証券

銘柄 券面総額
貸借対照表計上額 

（千円）

トヨタファイナンシャルサービス証券

㈱社債
100,000ドル 10,112

計 100,000ドル 10,112

【その他】

有価証券
その他

有価証券

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額

（千円）

（マネー・マネジメント・ファンド）   

マネー・マネジメント・ファンド 16,157,771 16,157

小計 16,157,771 16,157

投資有価証

券

その他

有価証券

（投資事業有限責任組合）   

ジャフコＶ１－Ａ号投資事業有限責

任組合
1 77,860

ジャフコＶ２－Ｃ号投資事業有限責

任組合
1 88,889

ジャフコ・スーパーＶ３－Ａ号投資

事業有限責任組合
1 98,921

小計 3 265,671

計 16,157,774 281,828
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高

（千円）

当期増加額

（千円）

当期減少額

（千円）

当期末残高

（千円）

当期末減価償

却累計額又は

償却累計額

（千円）

当期償却額

（千円）

差引当期末残

高

（千円）

有形固定資産        

建物 196,788 1,983 － 198,771 55,655 11,466 143,116

工具器具及び備品 83,044 3,471 － 86,516 66,143 5,685 20,372

土地 60,725 － － 60,725 － － 60,725

有形固定資産計 340,557 5,455 － 346,013 121,798 17,151 224,215

無形固定資産        

ソフトウェア 271,244 73,871 － 345,116 236,436 68,811 108,679

電話加入権 5,150 － － 5,150 － － 5,150

無形固定資産計 276,395 73,871 － 350,266 236,436 68,811 113,830

長期前払費用 3,956 － 969 2,987 － － －

　（注）当期無形固定資産増加のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウェア　　　就職／採用支援「ｅ２Ｒ」　　　58,159千円 

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 63,341 90,441 － 25,028 128,754

役員退職慰労引当金 381,500 － － 380,400 1,100

（注）１．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額、子会社の債権の回収額及び子

会社の債権につき回収可能性を見直したことによるものであります。

　　　２．役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は、役員退職慰労金規程の改訂による代表取締役社長の退職慰労

金の全額削減と２名の取締役の自発的な返上によるものであります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

(a）現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 719

預金  

普通預金 768,611

別段預金 2,547

定期預金 850,000

小計 1,621,158

合計 1,621,877

(b）受取手形

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

日本ペイント㈱ 6,436

タカラスタンダード㈱ 3,565

㈱ミキハウス 2,041

東リ㈱ 1,333

合計 13,375

(ロ）期日別内訳

期日 金額（千円）

平成20年４月 7,769

５月 2,041

７月 3,565

合計 13,375

(c）売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

ウィルソン・ラーニング　Europa　ＬＴＤ． 81,888

㈱レオパレス２１ 59,577

ウィルソン・ラーニング　チャイナ　リミテッド 55,613

㈱かんぽ生命保険 43,153

ソニー㈱ 33,936

その他 726,653

合計 1,000,823

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
366

1,021,086 4,972,588 4,992,851 1,000,823 83.3　 74.4　

　（注）　当期発生高には消費税等が含まれております。

(d）研修材料

品目 金額（千円）

研修用テキスト 10,555

合計 10,555

(e）仕掛品

品目 金額（千円）

ＣＣ事業 4,859

ＨＲＤ事業 4,844

合計 9,703

(f）貯蔵品

区分 金額（千円）

総合カタログ 3,118

調査用紙 1,594

その他 1,453

合計 6,167

(g）関係会社株式

相手先 金額（千円）

ウィルソン・ラーニング　コーポレーション 66,306

The First CS アカデミー 52,139

ウィルソン・ラーニング　チャイナ　リミテッド 27,018

ウィルソン・ラーニング　India　ＰＶＴ．ＬＴＤ． 24,399

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド　インク 19,736

その他 29,378

合計 218,978

(h）敷金・保証金

相手先 金額（千円）

㈱第一ビルディング 195,936

三井不動産㈱ 20,423

三菱地所㈱ 2,416
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相手先 金額（千円）

その他 510

合計 219,287

②　負債の部

(a）買掛金

相手先 金額（千円）

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド　インク 30,402

日本写真印刷㈱ 27,120

㈱シータス 17,786

森ビル㈱ 16,867

大日本印刷㈱ 16,134

その他 332,956

合計 441,267

(b）短期借入金

借入先 金額（千円）

㈱みずほ銀行 300,000

㈱三井住友銀行 150,000

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 150,000

商工組合中央金庫 100,000

㈱りそな銀行 100,000

日本生命保険相互会社 100,000

合計 900,000

(c）未払費用

相手先 金額（千円）

未払賞与 86,000

社会保険料 19,924

あずさ監査法人 7,485

㈱ジョニー・ジャガー・ジャパン 6,153

三井住友ファイナンス＆リース㈱ 4,699

その他 83,613

合計 207,876

（３）【その他】

　特記事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月３１日

株券の種類 100株券　1,000株券　10,000株券

剰余金の配当の基準日 ３月３１日、９月３０日

１単元の株式数 １００株

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

野村證券株式会社　全国本支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

野村證券株式会社　全国本支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他や

むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

株主に対する特典 該当事項はありません。

 （注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて

募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに取得請求権付株式の取得を請求する権利以

外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第26期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成19年６月28日関東財務局長に提出。

(2）半期報告書

（第27期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月26日関東財務局長に提出。

(3）有価証券報告書の訂正報告書

事業年度（第22期）（自　平成14年４月１日　至　平成15年３月31日）平成20年６月24日関東財務局長に提出。

事業年度（第23期）（自　平成15年４月１日　至　平成16年３月31日）平成20年６月24日関東財務局長に提出。

事業年度（第24期）（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）平成20年６月24日関東財務局長に提出。

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20年６月24日関東財務局長に提出。

事業年度（第26期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成20年６月24日関東財務局長に提出。

(4）半期報告書の訂正報告書

（第25期中）（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）平成20年6月24日関東財務局長に提出。

（第26期中）（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）平成20年6月24日関東財務局長に提出。

（第27期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）平成20年6月24日関東財務局長に提出。
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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。
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独立監査人の監査報告書

  平成１９年６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連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表

について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、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19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に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

　上記は、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、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別

途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成２０年６月２５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 栗原　幸夫　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年４月1日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結

附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、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20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

追記情報

注記事項の「セグメント情報 事業の種類別セグメント情報」に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度より、従

来、単独セグメントとして表示していた「ロイヤリティ」を「ＨＲＤ事業」に統合する事業区分の変更を行なっている。ま

た、これに伴い、「ＨＲＤ事業」と「ロイヤリティ」に共通的に発生し全社費用としていた子会社の管理部門にかかる営業

費用を「ＨＲＤ事業」に賦課する方法に変更し、同様に、「所在地別セグメント情報」においても各地域に賦課する方法に

変更している。

　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

　上記は、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、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別

途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成１９年６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期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、ウィルソン・

ラーニング ワールドワイド株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に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

　上記は、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、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成２０年６月２５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 栗原　幸夫　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年４月1日から平成20年３月31日までの第27期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、ウィルソン・

ラーニング ワールドワイド株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に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

　上記は、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、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保

管しております。
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