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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 6,258 △11.8 △75 ― △145 ― △159 ―

20年3月期 7,095 △0.3 △12 ― △71 ― 64 △50.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △33.17 ― △6.7 △3.1 △1.2

20年3月期 13.42 13.41 2.5 △1.3 △0.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △8百万円 20年3月期  △25百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 4,519 2,277 49.7 468.67
20年3月期 5,001 2,538 50.8 524.82

（参考） 自己資本   21年3月期  2,246百万円 20年3月期  2,515百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 62 △188 9 2,011
20年3月期 △155 △185 △70 2,112

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 47 274.7 4.2
21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 47 274.7 4.3

22年3月期 
（予想）

― ― ― 20.00 20.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,570 △5.7 △210 ― △220 ― △145 ― △30.25

通期 6,300 0.7 100 ― 80 ― 45 ― 9.39
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 4,793,680株 20年3月期 4,793,680株

② 期末自己株式数 21年3月期  130株 20年3月期  60株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 4,374 △1.6 48 ― △33 ― △132 ―

20年3月期 4,750 10.1 △17 ― △57 ― 17 △12.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △27.67 ―

20年3月期 3.64 3.63

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 3,819 2,037 53.3 425.00
20年3月期 4,078 2,220 54.4 463.24

（参考） 自己資本 21年3月期  2,037百万円 20年3月期  2,220百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。経済情勢の変化等の不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

1,670 3.7 △200 ― △205 ― △125 ― △26.08

通期 4,440 1.5 60 25.0 50 ― 25 ― 5.21
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（１）経営成績に関する分析 

 １）当期の経営成績  

    ① 業績全般 

   当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日）における世界経済は、米国発の金融危機

と世界同時株安により深刻な景気後退に陥りました。それに加え日本経済は、急激な円高の影響を受

け、輸出企業を中心に生産活動に大きな影響が出ました。こうした環境のもと、当社は、人財採用から人

財育成を繋ぐ新たなソリューション「E-BUS」を市場に展開するなど、お客様のニーズに積極的に応える

努力をして参りましたが、特に欧米を中心に年度後半に研修の延期・中止が相次ぎ、その結果当連結会

計年度における売上高は62億５千８百万円（対前連結会計年度比11.8％減）、営業損失７千６百万円

（前連結会計年度は営業損失１千２百万円）、経常損失１億４千６百万円（前連結会計年度は経常損失７

千１百万円）、当期純損失１億５千９百万円（前連結会計年度は当期純利益６千４百万円）となりました。 

  

② HRD（ヒューマン・リソース・ディベロプメント）事業 

グローバリゼーション（Globalization） 

   海外戦略強化の一環としてインド・ウィルソン・ラーニング社設立に続きフランス・ウィルソン・ラーニング

社を昨年９月に設立いたしました。 

テクノロジー・ドリブン（Technology Driven） 

  従 来 か ら 推 進 し て い る 企 業 全 体 の パ フ ォ ー マ ン ス 向 上 を 図 る Ｈ Ｐ Ｉ（Human  Performance

Improvement）ソリューションへの比重を強めました。 

ビジネスの内容は従来の研修からサービスビジネスへシフトしており、それに対応する為に、グローバル

レベルで上流工程のアセスメントサービス、ラーニングコンサルティングサービスを強化しました。 

Ａ）国内 

   上期は順調に推移したものの深刻な経済環境の中、下期は受注、売上とも苦しい一年でしたが金融

業界、医薬業界の大口顧客を中心にお手伝いを維持拡大することができました。新たなソリューションと

してミドルマネージャー向けのプログラム（ＳＣＭ－ステージチェンジマネージメント）の投入や新人の早

期戦力化プログラムの研修開発を行いました。又、日本企業の海外での理念浸透のお手伝いや現地ナ

ショナルスタッフの育成ニーズの高まりに伴い、特にアジア、パシフィックにおいてサービスの幅が広がり

ました。 

Ｂ)北米 

   経済環境の悪化に伴い、第４四半期から急速に研修中止や、プロジェクト延期が発生しました。これに

対応すべく、原価率の向上、経費削減を行ないましたが、状況悪化は予想以上の大きさ、速さで進み、

直販部門、代理店部門とも減収減益となりました。 

 特に製薬業界からの大型プロジェクトが延期となり、売上目標を大幅に下回る結果となりました。又、Ｊ

－ＳＯＸ対応費用が利益圧迫の要因となりました。 

Ｃ)欧州 

   欧州においても経済悪化の影響は避けられず、英国を中心とした直販部門の売り上げは前年度に比

べ減少しました。しかし代理店ビジネスに注力した結果代理店からの売り上げは前年度比増加しました。

また昨年９月に設立したフランス・ウィルソン・ラーニング社の売り上げも貢献し始めました。 

   経済環境の悪化に伴い、プロジェクトの原価管理の徹底、及び経費節減に努めた結果、営業損益は

赤字になったものの、前年度からは大幅に改善しました。 

Ｄ）中国 

   中国に於ける売り上げの90％は欧米を本社とするグローバル企業であり、欧米の経済悪化に伴い、中

国においても後半急速に売り上げが減少しました。昨年２月に就任した新社長のもと組織や戦略を再構

築し、中国企業向け営業を強化しました。ビジネスの内容も研修中心からコンサルタント主導の複合案件

にシフトし始めましたが、売り上げ営業利益ともに前年比減少しました。 

Ｅ）アジア・パシフィック 

   オーストラリアは欧米における経済悪化の影響を受け、売り上げは大幅に減少し、営業損益は赤字に

なりました。一方アセアン諸国の売り上げは前年比減少しましたが営業利益は前年度比増加しました。

又2007年10月に設立したインド・ウィルソン・ラーニング社が売り上げに貢献し始めました。しかし想定し

ていた欧米企業案件が中止・延期となり、売り上げは予想を下回りました。 

    これらの結果、ＨＲＤ事業は売り上げ38億７千5百万円、営業利益１億３千９百万円となりました。 

  

１．経営成績
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③ CC（キャリア・コミュニケーション）事業 

   不況下における新卒採用予定者の内定取り消しや新卒採用人数の抑制といった逆風下の環境でし

たが、当社は従来から新卒採用数が多い大手企業層に顧客基盤を持っているため、事業は比較的堅

調に推移し、売上高は昨年を若干下回る程度に留まりました。 

採用広報分野は、原価の低減に一層努めるとともに、高い技術力が引き続き顧客の支持を得て、営業

利益は昨年並みを確保しました。 

   一方、競合の激しいWebリクルーティング分野では、当社の主力サービス「e2R」コミュニケーション型プ

ラットフォームの評価が高まり、大型顧客の継続受注を確保するとともに、大手メーカーなどからの新規

大型案件の受注も加わり売上・利益ともに増加しました。 

   又、リクルータートレーニングを代表とする採用系研修サービスやアセスメントなど商品ラインナップの

充実を図りました。 

    この結果、CC事業は売上高23億８千３百万円、営業利益２億８千１百万円となりました。 

  

④ TM（タレント・マネジメント）事業 

   当社特有のアプローチとして、HRD事業とCC事業のプラットフォームを統合活用した「E-BUS」ソリュー

ション（人材採用から人材育成）を積極展開しましたが、HRD・CC両事業の一部受注への貢献に留まり、

当事業としての受注には至りませんでした。 

   また、前期より継続した米国パートナーとの提携によるSaaS型タレントマネジメントプラットフォームと当

社の人材育成プラットフォームの連携をベースにしたHCMソリューションは、多くの企業の関心を寄せた

ものの、経済環境の悪化による投資抑制の影響で、受注に至りませんでした。この為、第４四半期にはセ

グメントとしての事業は残しましたが、営業人員は他事業部門に移し営業損失の 小化を図りました。 

  この結果営業損失2千5百万円となりました。 

  

２）次期の見通し 

① 業績全般 

   今年度の世界経済は、金融不況が実体経済にも影響を及ぼし、景気の低迷状態が続くものと予想さ

れ、HRD投資の回復は今しばらくは見込めない状況です。又、日本では、企業業績の低迷により雇用情

勢は一層悪化しており、HRD事業、CC事業とも前年度並みの売上げを維持し、収益率の改善を図る方

針です。 

今年度の不透明な経営環境に対応するため、本社におけるHRD/TM事業本部とCC事業本部による２

事業本部体制を刷新し、営業は両事業本部の融合一体編成とし、戦略的人財ソリューションの提供と営

業効率・お客さま満足の向上を目指します。 

 更に、本社ソリューション部門を、グローバル・ソリューション本部として統合し、HRDソリューション・グル

ープ、CCソリューション・グループ、iCTソリューション・グループの３グループ連携体制とし、当社特有の

人財採用・育成・活用のバリューチェーンをInformation＆Communication Technology（iCT）でサポート

し、ポテンシャル人財の採用から育成・戦力化にかかるトータルソリューションの提供体制を強化します。

この組織再編に伴い、今年度からTM事業は事業セグメントからは外し、iCTを活用したソリューションとの

位置付けでサービスを展開してまいります。 
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② HRD事業 

グローバリゼーション 

   前述のとおりグローバル・シナジーを追求する為にグローバル・ソリューション・グループを設立し米

国、日本のソリューション開発部隊を統合します。又、新たに米国にグローバル・サポート・サービス部門

を設立し、新興市場であるインド、中国、中近東ビジネスのサポートを強化します。またグローバル ガバ

ナンスの強化を図る為にコーポレート部門、特に海外子会社の経理部門、ＩＳ部門のグローバル管理を

進めます。 

   またグローバル・ソリューション・グループ社長のThomas Roth氏をウィルソン・ラーニング・ワールドワイ

ド本社役員に任命し、グローバルオペレーションを強化します。 

テクノロジー・ドリブン 

日本におきましてはソリューションの創造・企画を行なうソリューション本部と、ソリューションの開発・運用

を行なうソリューション・サービス本部を分離設立し、お客様のニーズにあったソリューションの迅速な提

供を図っていきます。 

  

Ａ）国内 

   今年度も引き続き厳しいビジネス環境ですがＨＲＤ，ＣＣの融合により、各業界をリードする大口顧客を

中心に、より業種に特化した形での営業展開をしてまいります。又、グローバル・ソリューション本部にお

いては、３つのイニシアティブ（リーダーシップ・マネージメント領域の強化、営業の早期戦力化プログラ

ム、新人採用から育成までの一貫したソリューションの開発）を中心に一人ひとりの能力開発ニーズに応

えられるよう能力診断から活用までのプロセス（ＡＰＬＳ：Ａｓｓｅｓｓ・Ｐｌａｎ・Ｌｅａｒｎ・Ｓｕｓｔａｉｎ）を一連で提供

し、より差別化されたソリューションの開発、提供をしてまいります。またｉＣＴソリューション・グループでは

ＷｅｂＣａｓｔなどの 新の技術を活用し、ＡＰＬＳをサポートするとともに、研修のダウンサイジング、エコ化

に貢献できるよう活動してまいります。  

Ｂ）北米 

   今期から新社長のもとに業績の回復を目指します。直販ビジネスでは営業力を強化し、地域的なカバ

レージの拡大と大型案件の受注増強を図ります。又代理店ビジネスにおいては代理店の人財育成を強

化すると同時に代理店契約を見直し、代理店経由の売上・利益の増加を図ります。 

Ｃ）欧州 

   前年度から強化した代理店経由のビジネスの拡大に注力いたします。しかし引き続き厳しいビジネス

環境が予測される為、経費削減を含めた利益管理を徹底します。 

フランス・ウィルソン・ラーニング社は引き続き売上、利益とも貢献が期待できます。 

Ｄ）中国 

   欧米企業からの受注は引き続き厳しいと予想し、欧米企業からのセミナー中心の案件を強化すると共

に、コンサルタント主導の中国企業からの大型案件受注に注力していきます 

Ｅ）アジア・パシフィック 

   インド、アセアン諸国においてはアメリカ及び日本からのサポートを強化し、マーケットにおける認知度

の向上、現地要員の育成を徹底します。グローバル企業が主なお客様であり、お客様本社担当の各国

ウイルソンと連携をとり、グローバルな観点からのビジネスの拡大を目指します。オーストラリア、韓国にお

いては引き続き経費管理、利益管理を強めていきます。 

  

③ CC事業 

   景気後退の中での新卒採用市場では、従来の採用数を重視し、集合サイトや大型イベントに多額のコ

ストを割き、初期応募者数の拡大施策を行う、所謂「マス・リクルーティング」から、「少数・厳選採用シフト

＝コスト削減」の「ターゲット・リクルーティング戦略（応募者 適化のプロセス）」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 適な採用プロセス設計とそれをサポートするリクルー

ティング＆Webコミュニケーション・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、これ

までに蓄積した豊富なノウハウや手法を組み合わせ、それぞれの選考プロセスの課題に 適なソリュー

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）を提案する営業戦略を推進します。また、過去２、３年の大量採用・入社者に対する顧客企業

の「若年層の人材育成ニーズ」に沿った商品ラインナップの拡充により、要求レベルの高い大手企業や

採用大手・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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(2）財政状態に関する分析 

1）財政状況の分析 

①（流動資産） 

   当連結会計年度末における流動資産の残高は、34億３千万円（前連結会計年度末は38億４千３百万

円）となり、４億１千３百万円減少しました。これは、主に受取手形及び売掛金が３億８千２百万円減少し

たことによるものです。 

②（固定資産） 

   当連結会計年度末における固定資産の残高は、10億８千９百万円（前連結会計年度末は11億５千７

百万円）となり、６千８百万円減少いたしました。これは、減少要因として、投資有価証券の減少７千３百

万円等がありましたが、増加要因として、リース資産の３千１百万円の計上があったことによります。 

③（流動負債） 

   当連結会計年度末における流動負債の残高は、20億７千３百万円（前連結会計年度末は23億８百万

円）となり、２億３千４百万円減少しました。これは、主に、増加要因として、短期借入金の増加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１億５千７百万円、未払賞与の減少３千４百万円等が

あり、減少要因が増加要因を上回ったことによります。 

④（固定負債） 

   当連結会計年度末における固定負債の残高は、１億６千８百万円（前連結会計年度末は１億５千４百

万円）となり、１千３百万円増加しました。これは、増加要因として長期借入金の増加５千万円があったこ

とによるものであります。 

⑤（純資産） 

   当連結会計年度末における純資産の残高は、22億７千７百万円（前連結会計年度末は2５億３千８百

万円）となり、２億６千万円減少しました。これは、主に、減少要因として、円高により為替換算調整勘定

が５千2百万円減少したこと、配当等により利益剰余金が2億６百万円減少したことによるものであります。

  

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、収入として減価

償却費、売上債権の減少による収入がありましたが、支出として税金等調整前当期純損失の計上、仕入

債務の減少、法人税等の支払、ソフトウェアの取得、子会社の取得による支払等があり、前連結会計年

度末に比べ１億円減少し、当連結会計年度末には、20億１千１百万円となりました。 

①（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増加した資金は、６千２百万円（前連結会計年度は１億５

千５百万円の減少）となりました。この主な理由は、収入として減価償却費１億２千４百万円、売上債権の

減少３億３千８百万円がありましたが、税金等調整前当期純損失１億４千８百万円を計上し、支出として

仕入債務の減少１億５千２百万円、前受金の減少５千４百万円等があり、収入が支出を超過したことによ

るものです。 

②（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、１億８千８百万円（対前連結会計年度比

1.8％増）となりました。この主な理由は、投資事業組合分配金による収入５千２百万円等がありましたが、

支出としてソフトウェアの取得８千６百万円、子会社の取得による支出７千６百万円等があったことによる

ものです。 

③（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増加した資金は、９百万円（前連結会計年度は７千万円の

減少）となりました。これは、主に、収入として長期借入金の借入れによる収入が１億円がありましたが、

支出として配当金の支払４千７百万円、リース債務の返済による支出１千８百万円があったことによりま

す。 
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 (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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

を継続して実施することを基本方針としております。一方、急速に高度化する市場のニーズに応えるため

に、人材開発プログラムの開発やｅビジネスエンジンの開発など、継続投資が不可欠な事業であることに

鑑み、今後とも、内部留保資金と期間収益による投資原資の確保と的確な投資活動が必要であると判断

しております。 

   株主配当について、変化の激しい環境のもとで業績の進展と内部留保の充実などを勘案して実施し

ていく方針であります。 

   当期の配当につきましては、１株あたり10円（前期10円）とさせていただきます。 

   次期につきましては、１株あたり20円とさせていただく予定です。 

  

  

 近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及

び「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。  

  

（１）会社の経営の基本方針 

１）世界共通の企業Mission 

  「人や組織がそのもてる力を 大限に発揮できるようお手伝いします」 

（Helping people and organizations achieve performance with fulfillment） 

２）世界共通の経営Vision 

  「お客様のビジネス戦略遂行に価値をもたらすHPIソリューションの、世界的規模での提供者として認知

される」 

  （To be recognized as a Global Provider of Human Performance Improvement solutions that brings 

value in executing clients business strategy） 

３）経営の基本戦略 

  「Globalization」「Technology Driven」 

   グローバルに展開可能なテクノロジー（人間工学、産業心理学を基にしたテクノロジーとIT技術、特に

インターネットを利用したアプリケーション）を開発し、グローバルに当社サービスを提供します。     

（２）目標とする経営指標 

１）ROE及びキャッシュフロー 

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

外子会社を含めグローバルにキャッシュを効率的に運用する為、キャッシュフロー管理を徹底しておりま

す。 

２）営業プロセス管理とプロジェクト原価管理 

  営業がソリューション型、プロジェクト型に大きく変化し、顧客ごとのカスタマイズ案件も増加しているた

め、営業プロセスの管理、それに伴う原価・利益管理を徹底しております。 

２．企業集団の状況

３．経営方針

-5-



（３）中長期的な会社の経営戦略 

  世界的経済危機の状況もと、日本、海外とも引き続き厳しい経済環境が予想されます。このような状況

下、今期は利益の出る経営体質への改善と同時に、今後の経済回復時に備えた成長への諸施策を実

施します。具体的な重点施策は次のとおりです。 

 １）グローバル・ソリューションの更なる強化 

  グロバーバルレベルでのソリューション開発体制を確立し、特にHRD分野で先進的な米国、日本の市

場のニーズに応えて行きます。長期的にはR&D（Research & Design）部門を再強化し市場をリードするソ

リューションを創造する体制を整えます。 

２）日本市場において、ＨＲＤ事業とＣＣ事業を統合 

  人財の採用から育成、活用までの、一環したソリューションの提供及び営業資産の共有を図る為、

HRD事業とCC事業部門を統合します。これによりお客様のニーズに応えたワン・ストップ・オペレーション

の提供が一層可能になり、売り上げ、生産性ともシナジー効果を期待できます。 

３）海外ビジネスの強化 

   大市場で有る米国のビジネス再生に注力していきます。新社長のもと市場の認知度を上げる為のマ

ーケティングの強化、営業戦力の増強、代理店ビジネス・モデルの見直しを行い長期的にビジネスの拡

大を図っていきます。 

   今後の発展が期待できる新興市場へは引続きビジネス拡大に注力いたします。 

   特に中国、インド、中東、ロシアへのサポートを強化して行きます。 

４）コーポレート部門のグローバル化推進 

  グローバルレベルでの資源の有効活用を図る為、経理、IS（情報部門）、人事のグローバル管理を進

めて行きます。 

５）生産性向上のための業務改革の推進 

  厳しい経済環境の下、適切な原価管理・経費管理は必須であり、新業務管理システムの導入と共に

業務改革を進めていきます。 

  新たに社長直属組織として業務改革推進部を設け、全体コストの見直し、不採算商品/サービスの洗

い出し、プロセス標準化を進め利益のでる経営体質に改善して行きます。 

（４）会社の対処すべき課題 

１）内部統制体制の安定的稼働 

  昨年度整備した内部統制体制の安定的稼働を目指します 

２）新業務管理システムの導入 

  昨年度より継続検討を進めております基幹業務系システムである新業務管理システムの導入を行い、

適切な営業プロセスの管理と原価管理の見える化を図ります。 

３）人事戦略の推進 

  昨年度導入しました新人事制度の運用定着化を図るとともに、社内人材育成体制を強化します。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,112,543 2,111,994

受取手形及び売掛金 1,405,250 1,023,054

有価証券 16,228 16,269

たな卸資産 89,514 76,613

繰延税金資産 27,260 1,287

その他 220,952 242,497

貸倒引当金 △28,239 △41,522

流動資産合計 3,843,508 3,430,192

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 223,342 221,698

減価償却累計額 △72,223 △82,359

建物及び構築物（純額） 151,119 139,339

機械装置及び運搬具 94,784 108,988

減価償却累計額 △90,677 △104,017

機械装置及び運搬具（純額） 4,107 4,971

工具、器具及び備品 317,707 273,472

減価償却累計額 △257,783 △222,804

工具、器具及び備品（純額） 59,924 50,668

土地 60,725 60,725

リース資産  48,887

減価償却累計額  △17,883

リース資産（純額）  31,004

その他  302

その他（純額）  302

有形固定資産合計 275,875 287,009

無形固定資産   

ソフトウエア 111,577 148,143

のれん  57,665

その他 5,369 5,456

無形固定資産合計 116,946 211,264

投資その他の資産   

投資有価証券 374,767 301,630

敷金及び保証金 252,172 248,046

長期貸付金  4,101

その他 145,134 44,240

貸倒引当金 △6,901 △6,901

投資その他の資産合計 765,172 591,116
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

固定資産合計 1,157,993 1,089,389

資産合計 5,001,501 4,519,581

負債の部   

流動負債   

買掛金 571,503 414,237

短期借入金 914,115 937,457

未払金 48,265 45,778

未払消費税等 30,711 16,573

リース債務  14,913

未払法人税等 16,597 24,635

未払賞与 133,576 99,307

繰延税金負債 540 17

未払費用 232,049 217,213

前受金 295,541 237,155

その他 65,352 66,405

流動負債合計 2,308,249 2,073,693

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 60,660 42,180

役員退職慰労引当金 1,100  

長期借入金  50,398

リース債務  17,168

繰延税金負債 85,131 53,870

その他 7,972 4,494

固定負債合計 154,863 168,111

負債合計 2,463,112 2,241,804

純資産の部   

株主資本   

資本金 670,368 670,368

資本剰余金 505,122 505,122

利益剰余金 1,137,901 930,955

自己株式 △98 △119

株主資本合計 2,313,293 2,106,326

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,880 △4,076

為替換算調整勘定 196,637 144,637

評価・換算差額等合計 202,517 140,561

新株予約権 3,264 9,484

少数株主持分 19,315 21,405

純資産合計 2,538,389 2,277,777

負債純資産合計 5,001,501 4,519,581
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 7,095,909 6,258,566

売上原価 3,156,167 2,624,757

売上総利益 3,939,742 3,633,809

販売費及び一般管理費 3,952,077 3,709,734

営業利益又は営業損失（△） △12,335 △75,925

営業外収益   

受取利息 11,649 8,016

受取配当金 1,000 1,996

雑収入 4,071 4,007

営業外収益合計 16,720 14,020

営業外費用   

支払利息 18,439 22,072

持分法による投資損失 8,048 5,825

投資事業組合運用損 5,109 25,040

為替差損 39,697 19,429

雑損失 4,466 11,390

営業外費用合計 75,759 83,756

経常利益又は経常損失（△） △71,374 △145,660

特別利益   

貸倒引当金戻入額 23 72

役員退職慰労引当金取崩益 380,400  

過年度使用料返戻金 11,463  

前期損益修正益  1,523

固定資産売却益  289

特別利益合計 391,886 1,884

特別損失   

固定資産除却損 69  

固定資産売却損 638  

投資有価証券評価損 10,699 4,053

減損損失 9,549 1,043

特別損失合計 20,955 5,096

税金等調整前当期純利益 299,557 △148,872

法人税、住民税及び事業税 22,472 11,217

過年度法人税等 6,746  

法人税等還付税額  △2,256

法人税等調整額 203,530 △1,815

法人税等合計 232,748 7,146

少数株主利益 2,568 2,992

当期純利益 64,241 △159,010
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 663,638 670,368

当期変動額   

新株の発行 6,729  

当期変動額合計 6,729  

当期末残高 670,368 670,368

資本剰余金   

前期末残高 498,392 505,122

当期変動額   

新株の発行 6,729  

当期変動額合計 6,729  

当期末残高 505,122 505,122

利益剰余金   

前期末残高 1,169,000 1,137,901

当期変動額   

剰余金の配当 △95,340 △47,936

当期純利益 64,241 △159,010

当期変動額合計 △31,099 △206,946

当期末残高 1,137,901 930,955

自己株式   

前期末残高 △98 △98

当期変動額   

自己株式の処分  △21

当期変動額合計 － △21

当期末残高 △98 △119

株主資本合計   

前期末残高 2,330,932 2,313,293

当期変動額   

新株の発行 13,459  

剰余金の配当 △95,340 △47,936

当期純利益 64,241 △159,010

自己株式の処分  △21

当期変動額合計 △17,639 △206,967

当期末残高 2,313,293 2,106,326
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7,736 5,880

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,856 △9,956

当期変動額合計 △1,856 △9,956

当期末残高 5,880 △4,076

為替換算調整勘定   

前期末残高 303,035 196,637

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △106,398 △52,280

当期変動額合計 △106,398 △52,280

当期末残高 196,637 144,637

評価・換算差額等合計   

前期末残高 310,771 202,517

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △108,254 △62,236

当期変動額合計 △108,254 △62,236

当期末残高 202,517 140,561

新株予約権   

前期末残高 3,212 3,264

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52 6,220

当期変動額合計 52 6,220

当期末残高 3,264 9,484

少数株主持分   

前期末残高 18,999 19,315

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 316 2,090

当期変動額合計 316 2,090

当期末残高 19,315 21,405

純資産合計   

前期末残高 2,663,914 2,538,389

当期変動額   

新株の発行 13,459  

剰余金の配当 △95,340 △47,936

当期純利益 64,241 △159,010

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △107,886 △53,946

当期変動額合計 △125,525 260,892

当期末残高 2,538,389 2,277,777
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 299,557 △148,872

減価償却費 109,420 124,038

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △380,400 △1,100

のれん償却額  6,407

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,257 15,593

受取利息及び受取配当金 △12,649 △10,020

支払利息 18,439 22,072

持分法による投資損益（△は益） 8,048 5,825

固定資産売却損益（△は益） 638 △289

固定資産除却損 69  

減損損失 9,549 1,043

投資有価証券評価損益（△は益） 10,699 4,052

投資事業組合運用損益（△は益） 5,109 25,039

売上債権の増減額（△は増加） △23,704 338,654

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,025 △13,681

その他の資産の増減額（△は増加） △7,430 △31,744

仕入債務の増減額（△は減少） △272,621 △152,267

未払金の増減額（△は減少） 7,449 △13,858

その他の負債の増減額（△は減少） 124,153 △103,592

その他 7,172 2,153

小計 △90,734 69,453

利息及び配当金の受取額 12,584 9,958

利息の支払額 △18,689 △23,434

法人税等の還付額  14,900

法人税等の支払額 △58,301 △8,221

営業活動によるキャッシュ・フロー △155,140 62,656

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △105,000  

投資事業組合分配金による収入 17,500 5,200

有価証券の売却による収入  1,077

有形固定資産の取得による支出 △39,319 △33,875

有形固定資産の売却による収入 161 1,077

ソフトウエアの取得による支出 △76,006 △86,409

敷金及び保証金の差入による支出 △4,880 △3,341

敷金及び保証金の回収による収入 487 3,473

会員権の売却による収入 20,000  

貸付金の貸付けによる支出 △1,000 △1,000

貸付金の回収による収入 3,042 3,042

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,015 △188,362
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

子会社株式の取得による支出  △76,529

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 14,115 △6,242

配当金の支払額 △95,340 △47,936

長期借入れによる収入  100,000

長期借入金の返済による支出  △16,534

株式の発行による収入 13,459  

自己株式の取得による支出  △21

少数株主への配当金の支払額 △2,252 △902

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,017 9,510

リース債務の返済による支出  △18,855

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61,896 15,649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △472,068 △100,547

現金及び現金同等物の期首残高 2,584,611 2,112,543

現金及び現金同等物の期末残高 2,112,543 2,011,996
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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） 

ウィルソン・ラーニング India ＰＶ

Ｔ. ＬＴＤ.（インド） 

の13社であります。 

ウィルソン・ラーニング India ＰＶ

Ｔ. 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。 

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 ＰＶ

Ｔ. ＬＴＤ.（インド） 

ウィルソン・ラーニング France 

（フランス） 

の14社であります。 

ウィルソン・ラーニング France（フ

ランス）は平成20年9月18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。  

(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） 

The First CS アカデミー（韓国） 

の３社であります。  

アンディナ エンド リオディラ プ

ラタ(コロンビア)は平成21年３月31

日に売却したため、持分法適用関連

会社からはずれております。 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 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…… 終仕入原価法 

(ロ)たな卸資産 

親会社及び国内連結子会社 

研修材料…総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切り下げの方法によ

り算定）を採用しております。 

仕掛品……個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切り下げの方法によ

り算定）を採用しております。 

貯蔵品…… 終仕入原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法により算

定）を採用しております。  
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項目 
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

  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 

先入先出法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法により算定）

を採用しております。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

 なお、この変更による損益への影

響はありません。  

(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（リース資産を除く） 

親会社及び国内連結子会社 

同左 

  （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。 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

  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（リース資産を除く） 

  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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（ハ）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。  

(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 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

  (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。 

(ハ）役員退職慰労引当金 

―――――― 

(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 

(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。 

――――――― 

(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 
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  注記事項 

  

 （連結貸借対照表関係）、（連結損益計算書関係）、（連結株主資本等変動計算書関係）、（連結キャッシュ・フロー

 計算書関係）、（リース取引関係）、（関連当事者との取引関係）、（税効果会計関係）、（有価証券関係）、（デリ

 バティブ取引関係）、（退職給付関係）、（ストック・オプション等関係）に関しては、重要性を考慮して開示を省略

 しております。  

  

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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

         ―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

         ―――――― 

  

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、 当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」 

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法を準じ

た会計処理によっております。 

 この変更による損益への影響は軽微であります。 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 この変更による損益への影響は軽微であります。  
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        前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業区分の主要な事業内容 

(1) ＨＲＤ事業 

・セミナー事業 プログラム実施許諾、インストラクション、セミナールーム賃貸等 

・開発事業   社員研修プログラムの設計及び開発 

・リサーチ事業 組織における人間関係や能力についての調査 

・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。 

注記事項

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業区分の主要な事業内容 

(1) ＨＲＤ事業 

・セミナー事業 プログラム実施許諾、インストラクション、セミナールーム賃貸等 

・開発事業   社員研修プログラムの設計及び開発 

・リサーチ事業 組織における人間関係や能力についての調査 

・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470,769千円であり、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、2,241,811千円であり、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重要な事項」４．（１）二に記載のとおり、当連結会計年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しておりま

す。この変更による損益への影響は軽微であります。 

  
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  3,879,572 2,383,464      6,263,045        6,263,045

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
                                

  計  3,879,572 2,383,464      6,263,045        6,263,045

  営業費用  3,740,624 2,102,298 25,279 5,868,201  470,769  6,338,970

  営業利益（△損失）  138,957 281,166 △25,279 394,844 (470,769)  △75,925

Ⅱ．資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出             

  資産  1,511,623 760,748 5,022 2,277,393  2,241,812  4,519,205

  減価償却費  39,858 74,971      114,829  9,209  124,038

  減損損失  1,043           1,043        1,043

  資本的支出  38,641 81,643      120,284        120,284
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （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。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
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

Ⅱ．資産  1,632,481  742,750  165,656  216,429  215,374  2,972,690  2,028,811  5,001,501
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （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557,757千円であり、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、1,941,770千円であり、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 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（１）二に記載のとおり、当連結会計年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しておりま

す。この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

  
国内 

（千円） 
北米 

（千円） 
欧州

（千円） 
中国

（千円） 

アジア・
パシフィ
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 

 4,211,406  1,300,125  300,958  187,704  262,852  6,263,045        6,263,045

(2）セグメン

ト間の内

部売上高 

 228,883  279,760  32,508  8,291  8,315  557,757 (557,757)  0

  計  4,440,289  1,579,885  333,466  195,995  271,167  6,820,802 557,757  6,263,045

  営業費用  3,915,460  1,689,260  355,221  209,757  236,520  6,406,218 (67,248)  6,338,970

  
営業利益

(△損失) 
 524,828  △103,375  △21,755  △13,762  34,647  414,584 (490,509)  △75,925

Ⅱ．資産  1,506,176  541,279  179,543  198,049  152,386  2,577,433  1,941,770  4,519,203
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （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。 

  

ｃ．海外売上高

  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

  北米 欧州 中国
アジア・ 
パシフィック 

計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,300,125  300,958  262,852  187,704  2,051,639

Ⅱ 連結売上高（千円）                          6,263,045

Ⅲ 海外売上高の連結

売上高に占める割

合（％） 

 20.9  4.8  4.2  3.0  32.8

-24-



 （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。 

 （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。 

 （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。 

  

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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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

１株当たり純資産額 468円67銭

１株当たり当期純利益 △33円17銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 0円  銭

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円）  2,538,389  2,246,608

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 22,579  30,889

（うち新株予約権）  (3,264)  (9,484)

（うち少数株主持分）  (19,315)  (21,405)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  2,515,810  2,215,719

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） 
 4,793,620  4,793,550

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  64,241  △159,010

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）  64,241  △159,010

期中平均株式数（株）  4,788,060  4,793,594

      

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）  2,423  －

（うち新株予約権）   (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1,250個）。 

新株予約権２種類（新株予約権の

数2,530個）。 

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,621,877 1,554,769

受取手形 13,375 6,621

売掛金 1,000,823 901,203

有価証券 16,157 16,219

研修材料 10,555 5,426

仕掛品 9,703 5,013

貯蔵品 6,167 6,312

前払費用 149,152 152,387

繰延税金資産 25,925  

未収入金 32,712 39,062

未収還付法人税等 24,200  

立替金 8,069 5,031

その他 31,417 32,255

貸倒引当金 △104,100 △131,366

流動資産合計 2,846,037 2,595,422

固定資産   

有形固定資産   

建物 198,771 198,771

減価償却累計額 △55,655 △65,847

建物（純額） 143,116 132,924

工具、器具及び備品 86,516 86,516

減価償却累計額 △66,143 △70,711

工具、器具及び備品（純額） 20,372 15,804

土地 60,725 60,725

リース資産  48,886

減価償却累計額  △17,883

リース資産（純額）  31,004

有形固定資産合計 224,215 240,457

無形固定資産   

ソフトウエア 108,679 142,177

電話加入権 5,150 5,150

無形固定資産合計 113,830 147,327

投資その他の資産   

投資有価証券 330,783 282,497

関係会社株式 218,978 319,224

関係会社長期貸付金 23,230 6,967

破産更生債権等  2,486

長期前払費用 2,987 2,018
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

敷金及び保証金 219,287 220,159

長期預金 100,000  

保険積立金 11,692 4,258

その他 12,238 12,238

貸倒引当金 △24,654 △11,511

投資その他の資産合計 894,545 835,853

固定資産合計 1,232,590 1,223,638

資産合計 4,078,627 3,819,060

負債の部   

流動負債   

買掛金 441,267 305,133

短期借入金 900,000 933,068

リース債務  14,913

未払金 106,148 91,367

未払費用 207,876 203,280

未払消費税等 17,404 12,365

未払法人税等 5,878 8,457

前受金 90,276 64,307

預り金 34,687 30,387

流動負債合計 1,803,539 1,663,280

固定負債   

長期借入金  50,398

リース債務  17,168

繰延税金負債 53,398 50,934

役員退職慰労引当金 1,100  

固定負債合計 54,499 118,501

負債合計 1,858,038 1,781,782

純資産の部   

株主資本   

資本金 670,368 670,368

資本剰余金   

資本準備金 505,122 505,122

資本剰余金合計 505,122 505,122

利益剰余金   

利益準備金 86,671 86,671

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 952,645 772,065

利益剰余金合計 1,039,317 858,737

自己株式 △98 △119

株主資本合計 2,214,709 2,034,109
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,880 △4,076

評価・換算差額等合計 5,880 △4,076

新株予約権  7,246

純資産合計 2,220,589 2,037,278

負債純資産合計 4,078,627 3,819,060
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

ＨＲＤ事業売上 1,867,999 1,768,258

ＣＣ事業売上 2,571,788 2,383,463

ＴＭ事業売上 4,514  

ロイヤリティー収入 306,070 223,089

売上高合計 4,750,373 4,374,811

売上原価   

ＨＲＤ事業売上原価 734,096 310,748

ＣＣ事業売上原価 1,557,692 1,691,478

ＴＭ事業売上原価 314  

売上原価合計 2,292,103 2,002,226

売上総利益 2,458,269 2,372,584

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 17,518 10,623

運賃 9,937 6,699

販売促進費 36,872 35,827

役員報酬 121,335 108,520

給与手当 926,904 1,031,110

賞与 166,863 148,477

退職給付費用 25,750 40,233

福利厚生費 156,382 168,352

消耗品費 38,589 28,962

賃借料 353,029 222,637

減価償却費 15,674 21,698

旅費及び交通費 92,078 80,614

通信費 18,190 18,649

接待交際費 8,764 6,966

顧問料 40,055 67,390

事業所税 5,010 5,011

研究開発費 165,059 111,714

業務委託費 140,635 182,261

ソフトウェア償却費 10,222 2,207

その他 126,866 26,249

販売費及び一般管理費合計 2,475,741 2,324,199

営業利益又は営業損失（△） △17,471 48,385

-29-



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 7,320 5,090

受取配当金 3,752 2,102

受入業務指導料 3,994  

雑収入 3,530 9,576

営業外収益合計 18,597 16,768

営業外費用   

支払利息 15,561 18,914

投資事業組合運用損 5,108 25,039

為替差損 37,530 54,306

雑損失 54 624

営業外費用合計 58,256 98,883

経常利益又は経常損失（△） △57,130 △33,730

特別利益   

役員退職慰労引当金取崩益 380,400  

過年度使用料返戻金 11,463  

前期損益修正益  496

特別利益合計 391,863 10,004

特別損失   

貸倒引当金繰入額 65,413 18,045

関係会社株式評価損 32,145 48,361

投資有価証券評価損 10,699 4,052

前期損益修正損  8,648

特別損失合計 108,259 79,107

税引前当期純利益 226,473 △102,832

法人税、住民税及び事業税 6,940 2,312

過年度法人税等 6,745  

法人税等調整額 195,375 27,497

法人税等合計 209,061 29,809

当期純利益 17,412 △132,644
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 663,638 670,368

当期変動額   

新株の発行 6,729  

当期変動額合計 6,729  

当期末残高 670,368 670,368

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 498,392 505,122

当期変動額   

新株の発行 6,729  

当期変動額合計 6,729  

当期末残高 505,122 505,122

資本剰余金合計   

前期末残高 498,392 505,122

当期変動額   

新株の発行 6,729  

当期変動額合計 6,729  

当期末残高 505,122 505,122

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 86,671 86,671

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 86,671 86,671

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,030,573 952,645

当期変動額   

剰余金の配当 △95,340 △47,936

当期純利益 17,412 △132,644

当期変動額合計 △77,928 △180,580

当期末残高 952,645 772,065

利益剰余金合計   

前期末残高 1,117,245 1,039,317

当期変動額   

剰余金の配当 △95,340 △47,936

当期純利益 17,412 △132,644

当期変動額合計 △77,928 △180,580
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期末残高 1,039,317 858,737

自己株式   

前期末残高 △98 △98

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 △98 △119

株主資本合計   

前期末残高 2,279,177 2,214,709

当期変動額   

新株の発行 13,459  

剰余金の配当 △95,340 △47,936

当期純利益 17,412 △132,644

自己株式の処分  △20

当期変動額合計 △64,468 △18,600

当期末残高 2,214,709 2,034,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7,736 5,880

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,856 △9,956

当期変動額合計 △1,856 △9,956

当期末残高 5,880 △4,076

評価・換算差額等合計   

前期末残高 7,736 5,880

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,856 △9,956

当期変動額合計 △1,856 △9,956

当期末残高 5,880 △4,076

新株予約権   

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  7,246

当期変動額合計  7,246

当期末残高  7,246
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 2,286,914 2,220,589

当期変動額   

新株の発行 13,459  

剰余金の配当 △95,340 △47,936

当期純利益 17,412 △132,644

自己株式の処分  △20

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,856 △2,710

当期変動額合計 △66,324 △183,310

当期末残高 2,220,589 2,037,278

-33-



 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

項目 
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 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 

終仕入原価法 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (1)研修材料 

 総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切り下げ

の方法により算定）を採用しておりま

す。  

 (2)仕掛品 

 個別法による原価法（ 貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切り下げ

の方法により算定）を採用しておりま

す。 

 (3)貯蔵品 

 終仕入原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切り下げの方法

により算定）を採用しております。  

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」企業会計基準第9号平成1

8年7月5日公表分）を適用しておりま

す。なおこの変更による損益への影響は

ありません。 
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項目 
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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(リース資産を除く) 

同左 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

  

  建物 24～50年

工具器具及び備品 ５～15年

  

  （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。 

  

  （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（リース資産を除く） 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3)リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係る資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。  
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項目 
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 

  (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。 

(3）役員退職慰労引当金 

―――――― 

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。 

―――――― 

  

  

  

  

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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 注記事項 

  

 （貸借対照表関係）、（損益計算書関係）、（連株主資本等変動計算書関係）、（リース取引関係）、（税効果会計関

 係）、（１株当たり情報）、（重要な後発事象）に関しては、重要性を考慮して開示を省略しております。  

  

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

          ―――――― (リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準13号（平成5年6月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正）及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）平成19年3月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、前事業年

度における未経過リース料期末残高相当額（利息相当額

控除後）を取得価額とし、期首に取得したものとしてリ

ース資産に計上する方法によっております。 

 この変更による損益への影響は軽微であります。    
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