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（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年３月期決算短信」の一部訂正について 

 

平成21年５月21日に発表いたしました｢平成21年３月期決算短信｣の記載内容について、一部誤りがあ

りましたので下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は＿を付して表示しております。 

また、数値データにつきましても訂正がありますので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 

 
記 
 

１. 訂正理由 

決算短信発表後、有価証券報告書作成過程の中で、表示等について精査を行った結果、監査法人

より指摘を受け、数値及び文言の記載に誤りがあったため一部訂正いたします。 

これらは、いずれも、決算処理の正確性を検証する適切な内部統制が整備できなかったことに起

因するものであり、具体的には、必要な決算処理や適切な開示に関する充分な会計基準の理解が不

足していたこと、決算処理を適切に遂行するための能力及び経験を有した人材が不足していたこと、

上位者による充分なレビューが実施できなかったことによるものです。 

   当社は、重要性を認識しており、経理部の人員及び能力の不足の解消に努め、翌事業年度におい

ては、適切な内部統制を整備し運用する方針です。 

   詳細は、本日、関東財務局に提出しました内部統制報告書に記載しております。 

 

 

２. 訂正内容（該当箇所は下線で示しております） 

   なお、本訂正に伴う平成22年３月期期末配当予想（１株あたり20円）の修正はございません。 

 

 

以上  
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【１ページ】 

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） 

（１）連結経営成績 

【訂正前】 

(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 

 

【訂正後】 

(参考) 持分法投資損益 21年3月期 △５百万円  20年3月期 △８百万円 

 

（２）連結財政状態 

【訂正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

21年3月期 

20年3月期 

百万円 

4,519 

5,001 

百万円

2,277

2,538

％ 

49.7 

50.8 

円 銭

468.67

524.82

 

【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

21年3月期 

20年3月期 

百万円 

4,519 

5,001 

百万円

2,277

2,538

％ 

49.7 

50.3 

円 銭

468.73

524.82

 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

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          

 

21年3月期 

20年3月期 

 

62 

△155 

百万円 

 △188

△185

百万円

9

△70

百万円  

2,011 

2,112 

百万円

 

【訂正後】 

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          

 

21年3月期 

20年3月期 

 

42 

△155 

百万円 

 △489

△185

百万円

9

△70

百万円  

1,691 

2,112 

百万円

 

２．配当の状況 

【訂正前】 

1株当たり配当金 
 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

配当金総額 

（年間） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当

率（連結）

 

20年3月期 

21年3月期 

円   銭 

－ 

－ 

円   銭 

－ 

－ 

円   銭

－ 

－ 

円   銭

10.00

10.00

円   銭

10.00

10.00

百万円 

47 

    47 

   ％ 

    274.7 

   274.7 

     ％

      4.2

     4.3

22年3月期 

（予想） 
－ － － 20.00 20.00

 
－ 

 

【訂正後】 

1株当たり配当金 
 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

配当金総額 

（年間） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当

率（連結）

 

20年3月期 

21年3月期 

円   銭 

－ 

－ 

円   銭 

－ 

－ 

円   銭

－ 

－ 

円   銭

10.00

10.00

円   銭

10.00

10.00

百万円 

47 

    47 

   ％ 

    74.5 

  △30.1 

     ％

      1.9

     2.0

22年3月期 

（予想） 
－ － － 20.00 20.00

 
－ 
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【２ページ】 

（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） 

(1) 個別経営成績 

【訂正前】 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 

21年3月期 

20年3月期 

 百万円 

4,374 

4,750 

％ 

△1.6 

10.1 

 百万円

48

△17

％

－ 

－ 

 百万円

△33

△57

％ 

－ 

－ 

 百万円 

△132 

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 

 

21年3月期 

20年3月期 

 円 銭 

  △27.67 

   3.64 

 円 銭

－ 

3.63

 

【訂正後】 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 

21年3月期 

20年3月期 

 百万円 

4,374 

4,750 

％ 

△7.9 

10.1 

 百万円

48

△17

％

－ 

－ 

 百万円

△33

△57

％ 

－ 

－ 

 百万円 

△132 

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 

 

21年3月期 

20年3月期 

 円 銭 

  △27.67 

   3.64 

 円 銭

－ 

3.63

 

(2) 個別財政状態 

【訂正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

21年3月期 

20年3月期 

百万円 

3,819 

4,078 

百万円

2,037

2,220

％ 

53.3 

54.4 

円 銭

425.00

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 

 

【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

21年3月期 

20年3月期 

百万円 

3,819 

4,078 

百万円

2,037

2,220

％ 

53.2 

54.4 

円 銭

423.49

463.24

（参考）自己資本 21年３月期 2,030百万円  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） 

【訂正前】 

 
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

 

【訂正後】 

 
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 － 5.22
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【３ページ】 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

 １）当期の経営成績  

    ① 業績全般 

【訂正前】 

   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、----------------

--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。  

 【訂正後】 

   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、----------------

--営業損失７千５百万円（前連結会計年度は営業損失１千２百万円）、経常損失１億４千５百万円（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 

 【訂正前】  

    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。 

 【訂正後】 

  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２億７千４百万円となりました。 

  
 【４ページ】 

 ③ CC（キャリア・コミュニケーション）事業 

 【訂正前】  

    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。 

 【訂正後】  

  この結果、CC事業は売上高23億８千３百万円、営業利益２億４千３百万円となりました。 

  
 【６ページ】  

(2）財政状態に関する分析 

 【訂正前】  

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。 
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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。

  
 【訂正後】 

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、34億４千万円（前連結会計年度末は38億４千３百万

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

税金資産の取り崩し２千５百万円があっ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、10億７千９百万円（前連結会計年度末は11億５千７

百万円）となり、７千８百万円減少いたしました。これは、増加要因として、リース資産の増加３千１百万

円、ソフトウェアの増加３千６百万円がありましたが、減少要因として、投資有価証券の減少８千２百万円

等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、21億１千５百万円（前連結会計年度末は23億８百万

円）となり、１億９千２百万円減少しました。これは、主に、買掛金の減少１億５千７百万円、前受金の減少

５千８百万円等があ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、１億２千５百万円（前連結会計年度末は１億５千４百

万円）となり、２千８百万円減少しました。これは、主に、転換社債の１年内への振替４千２百万円、長期

借入金の増加５千万円、リース債務の増加１千７百万円等があったことによります。 

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、当期純損失の計上及び配当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す。 

  

  【訂正前】 

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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 【訂正後】   

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、収入として売上

債権の減少、減価償却費、長期借入れ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

の計上のほか、定期預金の預入、仕入債務の減少、その他の負債の減少、ソフトウェアの取得等があ

り、前連結会計年度末に比べ４億２千万円減少し、当連結会計年度末には、16億９千１百万円となりまし

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、４千２百万円（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、税金等調整前当期純損失１億４千８百万円を計上

し、収入として売上債権の減少３億５千１百万円、減価償却費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１億５千１百万円、その他の負債の減少１億１千４百万円等があり、収入が支払を超

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、４億８千９百万円（対前連結会計年度比

164.5％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５百万円、敷金及び保証金

の回収による収入３百万円等がありましたが、支出として定期預金の預入による支出３億２千万円、ソフト

ウエアの取得による支出７千８百万円、子会社株式の取得による支出６千８百万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れによる収入１億円がありましたが、支出として配

当金の支払額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、長期借入金の返済による支出１

千６百万円等があったことによるものです。 
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【９ページ】 

４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

【訂正前】 

  

    （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 ※3   89,514 ※3   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 ※2   △257,783 ※2   △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 ※1   374,767 ※1   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

固定資産合計  1,157,993  1,089,389

資産合計  5,001,501  4,519,581
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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） 

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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【訂正後】 

  

    （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  1,020,568

有価証券  16,228  26,091

たな卸資産  89,514 ※3   76,613

繰延税金資産  27,260  1,287

その他  220,952  242,496

貸倒引当金  △28,239  △39,036

流動資産合計  3,843,508  3,440,014

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  139,340

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  273,774

減価償却累計額及び減損損失累計額 ※2   △257,783 ※2   △222,804

工具、器具及び備品（純額）  59,924  50,970

土地  60,725  60,725

リース資産  －  38,833

減価償却累計額  －  △16,177

リース資産（純額）  －  22,656

有形固定資産合計  275,875  278,662

無形固定資産            

ソフトウエア  111,577  148,143

のれん  －  57,665

リース資産  －  8,347

その他  5,369  5,456

無形固定資産合計  116,946  219,612

投資その他の資産            

投資有価証券 ※1   374,767 ※1  291,808

敷金及び保証金  252,172  248,046

長期貸付金  －  4,101

その他  145,134  46,726

貸倒引当金  △6,901  △9,388

投資その他の資産合計  765,172  581,294

固定資産合計  1,157,993  1,079,567

資産合計  5,001,501  4,519,581
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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） 

負債の部   

流動負債   

買掛金  571,503  414,237

短期借入金  914,115  904,389

１年内返済予定の長期借入金  －  33,068

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社

債 
 －  42,180

未払金  48,265  57,165

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  205,829

前受金  295,541  237,155

その他  65,352  66,405

流動負債合計  2,308,249  2,115,873

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債  60,660  －

長期借入金  －  50,398

リース債務  －  17,168

繰延税金負債  85,131  53,870

役員退職慰労引当金  1,100  －

その他  7,972  4,494

固定負債合計  154,863  125,931

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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【11ページ】 

（２）連結損益計算書 

【訂正前】 

  

    （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 ※1 ※2   3,952,077 ※1 ※2   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     

固定資産売却益  － ※3   289

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

特別利益  391,886  1,884

特別損失     

固定資産除却損 ※4   69  －

固定資産売却損 ※5   638  －

投資有価証券評価損  10,699  4,053

減損損失 ※6   9,549 ※6   1,043

特別損失合計  20,955  5,096

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△） 
 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

当期純利益又は当期純損失（△）  64,241  △159,010
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【訂正後】 

  

    （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 ※1 ※2   3,952,077 ※1 ※2   3,709,734

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  4,005

営業外収益合計  16,720  14,018

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  19,427

雑損失  4,466  11,390

営業外費用合計  75,759  83,754

経常損失（△）  △71,374  △145,660

特別利益   

固定資産売却益  － ※3   289

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  －

新株予約権戻入益  －  1,026

リース会計基準の適用に伴う影響額  －  497

特別利益  391,886  1,884

特別損失   

固定資産除却損 ※4   69 － 

固定資産売却損 ※5   638 － 

投資有価証券評価損  10,699  4,053

減損損失 ※6   9,549 ※6   1,043

特別損失合計  20,955  5,096

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△） 
 299,557  △148,872

法人税、住民税及び事業税  22,472  11,379

過年度法人税等  6,746  －

法人税等還付税額  －  △2,417

法人税等調整額  203,530  △1,815

法人税等合計  232,748  7,147

少数株主利益  2,568  2,992

当期純利益又は当期純損失（△）  64,241  △159,010
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【12ページ】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

【訂正前】  

  

    （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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【訂正後】 

  

    （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

当期純利益又は当期純損失（△）  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   

自己株式の取得  －  △20

当期変動額合計  －  △20

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

当期純利益又は当期純損失（△）  64,241  △159,010

自己株式の取得  －  △20

当期変動額合計  △17,639  △206,966

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  △52,000

当期変動額合計  △106,398  △52,000

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  △61,956

当期変動額合計  △108,254  △61,956

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

当期純利益又は当期純損失（△）  64,241  △159,010

自己株式の取得  －  △20

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △107,886  △53,646

当期変動額合計  △125,525  △260,612

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 

【訂正前】 

  

    （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又は税金等調整前当期

純損失（△） 
 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  △10,012

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

子会社株式の取得による支出  －  △76,529

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） 

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

リース債務の返済による支出  －  △18,855

財務活動によるキャッシュ・フロー  △70,017  9,510

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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    （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又は税金等調整前当期

純損失（△） 
 299,557  △148,872

減価償却費  109,420  124,849

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  15,477

受取利息及び受取配当金  △12,649  △10,012

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  4,053

投資事業組合運用損益（△は益）  5,109  25,040

売上債権の増減額（△は増加）  △23,704  351,918

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  △53,378

仕入債務の増減額（△は減少）  △272,621  △151,655

未払金の増減額（△は減少）  7,449  △30,285

その他の負債の増減額（△は減少）  124,153  △114,429

その他  7,172  1,012

小計  △90,734  33,992

利息及び配当金の受取額  12,584  9,950

利息の支払額  △18,689  △22,004

法人税等の還付額  －  26,617

法人税等の支払額  △58,301  △5,803

営業活動によるキャッシュ・フロー  △155,140  42,752

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  －  △320,000

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

有形固定資産の取得による支出  △39,319  △30,975

有形固定資産の売却による収入  161  922

ソフトウエアの取得による支出  △76,006  △78,547

敷金及び保証金の差入による支出  △4,880  △3,343

敷金及び保証金の回収による収入  487  3,679

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

子会社株式の取得による支出  － ※2   △68,430

投資活動によるキャッシュ・フロー  △185,015  △489,452
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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） 

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  －  △20

少数株主への配当金の支払額  △2,252  △902

リース債務の返済による支出  －  △18,854

財務活動によるキャッシュ・フロー  △70,017  9,511

現金及び現金同等物に係る換算差額  △61,896  16,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △472,068  △420,550

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 ※1   2,112,543 ※1   1,691,994
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連結財務諸表作成のための基本となる事項 

【訂正前】 

  

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。 

－21－



  

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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【訂正後】  

  

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。  

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)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 

同左 

（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。 

（ハ）        ――――――  

 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。 

―――――― 

(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．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

―――――――  のれんの償却については、５年間の定額法

により償却を行っております。  

７．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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【21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  

【訂正前】  

  

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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【訂正後】 

  

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。 

  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）を取得価格とし、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。 

 （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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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 

【訂正前】 

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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【訂正後】 

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568,247千円であり、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、2,133,800千円であり、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 

   （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（１）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ありません。 

   （リース取引に関する会計基準） 

   「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」に記載のとおり、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（日本公認会士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））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  3,875,102 2,383,463 － 6,258,566  －  6,258,566

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － － － －  －  －

  計  3,875,102 2,383,463 － 6,258,566  －  6,258,566

  営業費用  3,601,099 2,139,853 25,291 5,766,243  568,247  6,334,491

  営業利益（△損失）  274,003 243,611 △25,291 492,323 (568,247)  △75,925

Ⅱ．資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出             

  資産  1,661,772 718,986 5,022 2,385,780  2,133,800  4,519,581

  減価償却費  39,926 76,722 20 116,668  14,588  131,256

  減損損失  1,043 － － 1,043  －  1,043

  資本的支出  101,947 127,151 － 229,098  22,627  251,725
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【25ページ】 

ｂ．所在地別セグメント情報 

【訂正前】  

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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【訂正後】 

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568,247千円であり、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、2,133,800千円であり、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 

   （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（１）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ありません。 

   （リース取引に関する会計基準） 

   「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」に記載のとおり、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「リース会計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 

 4,211,369  1,295,683  300,958  187,704  262,852  6,258,566  －  6,258,566

(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)  －

  計  4,440,252  1,575,443  333,466  195,995  271,167  6,816,323 (557,757)  6,258,566

  営業費用  3,817,983  1,684,780  364,705  209,582  236,519  6,313,569 20,921  6,334,491

  
営業利益

(△損失) 
 622,269  △109,337  △31,239  △13,587  34,648  502,754 (578,678)  △75,925

Ⅱ．資産  1,556,641  541,290  237,209  198,022  152,659  2,685,821  1,833,759  4,519,581

－36－
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ｃ．海外売上高 

【訂正前】 

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。 

  

【訂正後】 

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。 

   

  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

  北米 欧州 中国
アジア・ 
パシフィック 

計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,295,848  286,333  188,266  287,301  2,057,748

Ⅱ 連結売上高（千円）                       6,268,566

Ⅲ 海外売上高の連結

売上高に占める割

合（％） 

 20.7  4.6  3.0  4.6  32.9

－37－
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（１株当たり情報） 

【訂正前】 

 （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。 

  

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）。 

－38－



【訂正後】 

 （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又は１株当たり当期純損失金額（△）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  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。 

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

  
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  2,277,777

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  2,246,887

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又は１株当たり

当期純損失金額（△） 
    

当期純利益又は当期純損失(△)（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又は当期純損

失(△)（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）。 

－39－
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５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

【訂正前】  

  

    （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   1,000,823 ※1   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 ※1   32,712 ※1   39,062

未収還付法人税等  24,200  －

立替金  8,069  5,031

その他 ※1   31,417 ※1   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

－40－



  

    （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） 

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

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 ※1   441,267 ※1   305,133

短期借入金  900,000  933,068

リース債務  －  14,913

未払金 ※1   106,148 ※1   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

－41－



  

    （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） 

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

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

－42－



【訂正後】 

  

    （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   1,000,823 ※1   901,203

有価証券  16,157  26,041

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 ※1   32,712 ※1   36,268

未収還付法人税等  24,200  2,793

立替金  8,069  5,031

その他 ※1   31,417 ※1   32,255

貸倒引当金  △104,100  △128,880

流動資産合計  2,846,037  2,605,244

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  15,805

土地  60,725  60,725

リース資産  －  38,833

減価償却累計額  －  △16,177

リース資産（純額）  －  22,656

有形固定資産合計  224,215  232,110

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

リース資産  －  8,347

無形固定資産合計  113,830  155,675

－43－



  

    （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） 

投資その他の資産     

投資有価証券  330,783  272,675

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

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  △13,997

投資その他の資産合計  894,545  826,031

固定資産合計  1,232,590  1,213,816

資産合計  4,078,627  3,819,060

負債の部     

流動負債     

買掛金 ※1   441,267 ※1   305,133

短期借入金  900,000  900,000

１年内返済予定の長期借入金  －  33,068

リース債務  －  14,913

未払金 ※1   106,148 ※1   89,285

未払費用  207,876  205,362

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

－44－



  

    （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） 

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  2,034,108

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

－45－
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（２）損益計算書 

【訂正前】  

  

    （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   1,867,999 ※1   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 ※1   306,070 ※1   223,089

売上高合計  4,750,373  4,374,811

売上原価     

ＨＲＤ事業売上原価 ※1   734,096 ※1   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 ※1, ※2   165,059 ※1, ※2   111,714

業務委託費 ※1   140,635 ※1   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

－46－



  

    （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 ※1   7,320 ※1   5,090

受取配当金 ※1   3,752 ※1   2,102

受入業務指導料 ※1   3,994 ※1   －

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  －

リース会計基準の適用に伴う影響額  －  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

過年度設立費用修正損  －  8,648

特別損失合計  108,259  79,107

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）  226,473  △102,832

法人税、住民税及び事業税  6,940  2,312

法人税等還付税額  －  －

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

当期純利益又は当期純損失（△）  17,412  △132,644

－47－



【訂正後】 

  

    （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   1,867,999 ※1   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 ※1   306,070 ※1   223,089

売上高合計  4,750,373  4,374,811

売上原価     

ＨＲＤ事業売上原価 ※1   734,096 ※1   677,578

ＣＣ事業売上原価  1,557,692  1,324,649

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  922,622

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  28,963

賃借料  353,029  292,316

減価償却費  15,674  20,761

旅費及び交通費  92,078  77,744

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 ※1, ※2   165,059 ※1, ※2   111,714

業務委託費 ※1   140,635 ※1   125,727

ソフトウェア償却費  10,222  2,207

貸倒引当金繰入額  －  5,586

その他  126,866  119,802

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

－48－



   

    （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 ※1   7,320 ※1   5,090

受取配当金 ※1   3,752 ※1   2,102

受入業務指導料 ※1   3,994 ※1   6,375

雑収入  3,530  3,200

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  25,040

為替差損  37,530  54,306

雑損失  54  623

営業外費用合計  58,256  98,883

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  －

リース会計基準の適用に伴う影響額  －  497

特別利益合計  391,863  497

特別損失     

貸倒引当金繰入額  65,413  8,537

関係会社株式評価損  32,145  48,361

投資有価証券評価損  10,699  4,053

過年度設立費用修正損  －  8,648

特別損失合計  108,259  69,599

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）  226,473  △102,832

法人税、住民税及び事業税  6,940  4,730

法人税等還付税額  －  △2,417

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

当期純利益又は当期純損失（△）  17,412  △132,643

－49－



【33ページ】 

（３）株主資本等変動計算書  

【訂正前】  

  

    （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

当期末残高  1,039,317  858,737

－50－



  

    （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） 

自己株式     

前期末残高  △98  △98

当期変動額     

自己株式の取得  －  －

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     

前期末残高  －  －

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

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

自己株式の取得  －  △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

－51－



【訂正後】 

  

    （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

当期純利益又は当期純損失（△）  17,412  △132,643

当期変動額合計  △77,928  △180,579

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

当期純利益又は当期純損失（△）  17,412  △132,643

当期変動額合計  △77,928  △180,579

当期末残高  1,039,317  858,737

－52－



  

    （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） 

自己株式     

前期末残高  △98  △98

当期変動額     

自己株式の取得  －  △20

当期変動額合計  －  △20

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

当期純利益又は当期純損失（△）  17,412  △132,643

自己株式の取得  －  △20

当期変動額合計  △64,468  △180,599

当期末残高  2,214,709  2,034,108

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     

前期末残高  －  －

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

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

当期純利益又は当期純損失（△）  17,412  △132,643

自己株式の取得  －  △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

－53－
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重要な会計方針 

【訂正前】  

  

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。 

  

－54－



  

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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【訂正後】 

  

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

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。 
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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（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。   

(3)           ―――――― 

  

  

  

  

  

(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。 

―――――― 

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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