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平成18年 2月期 決算短信（連結） 平成18年 4 月 14 日

 

 
1. 18年2月期の連結業績(平成17年3月1日～平成18年2月28日) 
(1) 連結経営成績 (記載金額は百万円未満切捨て表示)

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年 2月期 
17年 2月期 

百万円 
19,800 
19,367 

％
2.2
0.8

百万円
930
829

％
12.1
4.3

百万円 
930 
826 

％
12.6
6.3

 

 当期純利益 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

株 主 資 本 
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
18年 2月期 
17年 2月期 

百万円
436
369

％ 
18.0 
21.1 

円 銭
42 32
35 20

円 銭
―
―

％ 
7.7 
6.9 

％ 
8.5 
7.4 

％
4.7
4.3

(注) ① 持分法投資損益  18年2月期 －百万円 17年2月期 －百万円 
 ② 期中平均株式数(連結) 
  18年 2月期  9,550,640株  17年 2月期  9,550,640株 
 ③ 会計処理の方法の変更 無 
 ④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
18年 2月期 
17年 2月期 

百万円 
11,034 
10,968 

百万円
5,859
5,520

％ 
53.1 
50.3 

円 銭
610 08
574 44

(注)  期末発行済株式数(連結) 
  18年 2月期  9,550,640株  17年 2月期  9,550,640株 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 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

 
18年 2月期 
17年 2月期 

百万円 
805 
323 

百万円
△226
△189

百万円 
△355 
△440 

百万円
1,450
1,226

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
 連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 ― 社 持分法適用関連会社数 ― 社
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
 連結（新規） ― 社 （除外） ― 社 持分法（新規） ― 社 （除外） ― 社

 
2. 19年2月期の連結業績予想(平成18年3月1日～平成19年2月28日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中  間  期 
通     期 

百万円
10,100
20,230

百万円
500

1,100

百万円
△50
330

(参考)  １株当たり予想当期純利益(通期) 34円55銭 
 
※上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要
因によって異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件その他関連する事項につきましては、添付資料の9～11ペ
ージをご参照ください。 
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１．企業集団の状況 
 

 当社の企業集団は当社と当社の 100%子会社であります株式会社個学舎および株式

会社友進の３社で構成されております。 
 当社は小・中学生および高校生を対象とした集団教育事業、添削および出版事業等

を営んでおり、株式会社個学舎は小学生から高校卒業生までを対象とした個別指導お

よび家庭教師派遣事業を営んでおります。また、当社は株式会社個学舎のフランチャ

イジーとして、個別指導塾である個太郎塾を運営しております。 
株式会社友進は、当社および株式会社個学舎が事業運営において使用する教材等の

印刷および配送ならびに教室等の施設管理等の業務を担当しております。 
なお、株式会社個学舎、株式会社友進ともに当社の連結子会社に該当いたします。 
 

 当社の企業集団の業務の関連を図示すると次の通りであります。 
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２．経営方針 
 

（1）会社経営の基本方針 
   当社は創立以来一貫して「教育水準の向上」という社会的使命の達成と、社会と地

域の信託に応えながら「着実に発展、成長する会社」をめざし、小学生・中学生・高

校生を対象とする進学指導、学習指導ならびに関連出版事業を展開し続けてまいりま

した。 
   今後とも、顧客のニーズに的確に応えるべく、新しい視点での講習・講座の充実等

教育サービスの提供を実践することにより首都圏における確固たる地位を確立し、収

益の向上を通じて企業価値の最大化に努めることを経営の指針としております。 
 
（2）会社の利益配分に関する基本方針 
   当社は、株主への長期的利益還元を重要な経営課題のひとつと考え、安定した配当

を行うことを基本としたうえで、配当性向と企業体質の強化および内部留保の充実を

勘案して決定することを基本方針としております。 
また、内部留保金につきましては、教室開設のための設備投資資金に活用し、事業

拡大に努めてまいります。 
 
（3）投資単位の引下げに関する考え方および方針 
   当社は、平成 18 年 3 月 1 日を効力発生日として、1 単元の株式数を 1,000 株から 500

株に変更しております。これは、当社株式の流動性の向上および株主数の増加を目的

として、より投資しやすい環境を整えるため、株式投資単位の引下げを行ったもので

あります。 
 
（4）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 
 （コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 
   当社グループは、変化の激しい経営環境のもと企業競争力を強化しつつ企業価値の

継続的な向上を図り、株主・顧客・従業員への利益の最大化を実現するため、経営の

健全性、透明性、迅速性を高めてゆくとともに、法令遵守を徹底してゆくことを経営

の重要課題ととらえております。 
 （会社の機関の内容および内部牽制システムの整備の状況） 
  ①基本的な会社の機関と内部統制システム 

取締役会は取締役 6 名で構成され、定例または臨時の取締役会を開催し、経営上の

重要事項の意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行を監督する機関として運営

を行っております。また、同じく取締役 6 名で構成される経営会議（役員会）は、毎

月数回開催し、社内各部門の業務執行状況等を共有し、課題や問題点を把握するとと
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もに経営上の必要事項の意思決定を行っております。 
   当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役 1 名および非常勤監査役 2

名（2 名とも社外監査役）で構成され、定例または臨時の監査役会議を実施しておりま

す。取締役会には監査役全員が参加し、適宜意見表明を行うとともに、各取締役の業

務執行状況につき監査を行っております。また、常勤監査役は、社内の重要な会議に

出席するとともに、各種会議体の議事録閲覧および各部署への訪問監査の実施等によ

り、社内業務執行状況の課題や問題点を随時把握できる体制を採っております。 
   
  ②当社の業務執行の体制と内部牽制システムの概要は下図の通りであります。 

   （平成 18 年 2 月 28 日現在） 
 

 
 
 

 

株 主 総 会 

会計監査人 
(監査法人) 

取締役会 監査役会 

代表取締役 

経営会議 
（役員会） 

業務監査室 

第一事業本部 第二事業本部 業務本部 

顧問弁護士 

第三事業本部
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③会計監査の状況 
   当社は、会計監査人として、監査法人トーマツと商法および証券取引法に基づく監

査契約を締結し、会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士は猪瀬忠彦、

片岡久依であり、会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士 2 名、会計士補 2 名、

その他 1 名であります。 
 
  ④社外取締役および社外監査役との関係 
   当社と社外監査役 2 名のうち、兼島政治は当社株式を 57,648 株保有しております。

この他に、当社と社外監査役 2 名との間には人的関係、資本的関係または取引関係そ

の他の利害関係はありません。なお、現在、当社に社外取締役はおりません。 
 

⑤内部監査の状況とリスク管理体制の整備の状況） 
   業務監査室は 3 名の担当者で構成され、各事業本部および業務本部とは独立した立

場にあり、年間業務監査計画に基づき、業務活動全般に渡り、定期的に（または必要

に応じて随時）訪問監査・書類監査を実施し、問題点や今後の課題などを経営会議お

よび代表取締役に報告する体制を採用しております。業務監査室は、監査役会とも定

期的に会議を実施し、社内各部署の法令遵守の状況および問題点と課題を把握し、監

査機能の強化を図っております。 
   また、当社は、ブロック長会議・教室長会議・教育本部主管者会議など予め定めら

れた会議体に基づく社内会議を定期的に開催し、具体的な問題点の早期把握とケース

スタディの共有、対応マニュアル類の見直しなどを実施しております。この社内会議

の議事録は、社内情報の共有化を目的として、会議に参加していない部署にも配布・

回覧する体制が採られております。 
   さらに、在籍生徒の父母代表によって構成される「市進会役員会」とも定期的な会

議の場を持ち、利用者側の意見を適時に吸収することにより、教育サービスの質的向

上を図っております。 
 

⑥役員報酬の内容 
   当連結会計年度に支払った報酬額は次の通りです。 

区分 支給人員 報酬額（千円） 
取締役 6 名 121,200
監査役 3 名 12,720
合 計 9 名 133,920
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⑦監査報酬の内容 
当連結会計年度に支払った報酬額は次の通りです。 

区分 監査法人名 報酬額（千円） 
監査報酬 監査法人トーマツ 13,700

 
（5）親会社等に関する事項 
  ①親会社等の商号 

親会社等 属性 
親会社等の議決

権所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上

場されている証券取引所等 

株式会社  
あけぼの事務所 

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社 
37.99％ なし 

  ②親会社等との関係 
   株式会社あけぼの事務所は、当社代表取締役会長の梅田威男が経営する投資持株会

社であり、その他の人的関係や物的関係および営業・営業外の取引関係等はありま

せん。 
  ③親会社等との取引に関する事項 
   該当事項はありません。 
 
（6）内部管理体制の整備・運用状況 
  主に「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況」

に記載のとおりでありますが、以下のような体制の整備・運用も行っております。 
  ①社内規程の整備 
  経営企画調整室、総務室、財務開発室などが中心となり、社内業務手順の変更等に合

わせて各種社内規程・業務規程の見直しを行うとともに、社内業務研修などを実施し、業

務手順の周知徹底を図っております。 
  ②稟議制度の採用 
  社内の意思決定については、稟議規程に基づき、複数の部署・担当取締役による稟議

制度を採用し、独断による業務執行がなされることのないよう十分に留意しております。 
  ③個人情報保護法への対応 
  平成 17 年 4 月から施行された個人情報保護法に対応するため、代表取締役直属の個人

情報保護委員会を設置し、個人情報保護規程や各種社内マニュアルを全部署に配備し、法

令の周知徹底を図りました。 
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３．経営成績および財政状態 
（1）経営成績 

      当連結会計年度における日本経済は、原油価格の高止まり傾向に伴う原材料等の

コスト高要因が懸念された中、企業収益の順調な回復を背景に雇用・賃金の改善が

見られ、今年度後半にかけて景気の踊り場局面からの脱却と経済全体の緩やかな回

復基調が見込まれております。 
当業界では、学校週 5 日制による学力低下不安を背景とした需要増も一段落の時

期を迎え、あらためて少子化による学齢人口減少の影響を強く受けております。ま

た、景気の緩やかな回復の影響が家計費にまで顕れるには時間を要し、今後の所得

税や社会保険料負担の増加等のマイナス要因の影響も懸念されるところです。 
   このような予断を許さない経営環境のもと、市進グループは教育サービスを本業と

して重視する経営方針を堅持し、市進ブランドのさらなる浸透を目指して、首都圏全

域へのドミナント展開を図るため、新規営業拠点の開設と既存拠点の効率化・合理化

を実施しました。 
   また、市進ブランドの強化を目指して、年々多様化する顧客ニーズに適応するため、

受講コースの新設や拡充等各種指導システムの充実を図り、さらによりよい教育環境

を作るべく施設面の整備・拡充等も実施しました。 
   一方、きめこまかい教育サービスや学習しやすい教材、講座等の提供を目的として

売上原価は増加傾向にありますが、市進グループ全体として販売費および一般管理費

などの節減・効率化にも努力いたしました。 
   この結果、市進グループ全体の 10 月時点生徒数は 45,831 人（前年同期比 1.1％増）、

当連結会計年度の売上高は 19,800 百万円（前連結会計年度比 2.2%増）、経常利益は 930
百万円（前連結会計年度比 12.6％増）、当期純利益は 436 百万円（前連結会計年度比

18.0％増）となっております。 
 

部門別業績の概況は以下のとおりです。 
①小中学部門（市進学院部門） 

東京都に綾瀬教室、荻窪教室、立川教室、埼玉県に狭山市教室、茨城県につくば梅

園教室、合計 5 教室の営業を平成 17 年 3 月より開始し、拠点数は 95 教室となってお

ります。 
志望進路別の各種コース設定や学習補完体制の充実等によりきめ細やかな生徒指導

を実施し、国私立中学受験から高校受験までを視野に入れた幅広い進学ニーズに応え

ることのできる講座の設定・更新やカリキュラムの編成・見直しを行っております。 
国私立中学受験のニーズが堅調な小学部生徒数は昨年度に引き続き高い増加率を示

しておりますが、学校週 5 日制による学力低下不安を背景とした需要増も一段落した

中学部生徒数は、やや減少傾向にあります。 
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この結果、小中学部門の売上高は 14,600 百万円（前連結会計年度比 3.3％増）とな

っております。 
②高校部門（市進予備校部門） 

    東京都・千葉県・埼玉県にそれぞれ 4 校舎、合計 12 校舎を運営しております。 
今年度は、新たな講座として、アドバンスコース（６年一貫校生指導）を開設しま

した。このアドバンスコースは、国私立６年一貫進学校に通う生徒を対象に、国公立

大・早慶上智など難関大学への進学を目標に、中学１年生から高校２年生までの５年

間で無理なく英語・数学の中学・高校課程を修了させ、高校３年生では入試対策を徹

底的に行うものです。毎年、市進学院から国私立中学に進学してゆく生徒にも、進学

後の充実した学習の場を提供することを目的としており、初年度ながら徐々に集客の

土台を築いております。 
また、従来同様、受講しやすい講座の曜日・時間の設定により現役高校生の通塾率

上昇を促し、細やかな学習補完対策と新鮮かつ有意な受験情報提供システムの採用等

により、教育サービスの向上を図っております。 
   しかしながら、現在の高校生の世代にはいまだ少子化による生徒数減少の影響が色

濃く、また現役高校生予備校の市場競争が激化していることなどを要因として、高校

部門の売上高は 3,266 百万円（前連結会計年度比 9.4%減）となっております。  
③第三事業本部（個別指導事業・添削事業・出版部門・教育事業研究）                                

    将来の市進グループの幅広い発展を目指して、今年度より(株)市進において第三事業

本部を発足させております。 
個別指導事業においては、(株)市進が(株)個学舎のフランチャイジーになり、集団指

導のノウハウや人材を活用する形で、千葉県に八柱教室、下総中山教室、埼玉県に所

沢教室、三郷教室、茨城県につくば梅園教室の個太郎塾５教室を３月下旬の春期講習

から開設し、集客は順調に推移しております。市進グループ全体で個太郎塾ブランド

の強化を図るとともに、将来の外部フランチャイズ展開への布石として、適切なＦＣ

契約関係や運営上の様々なノウハウを、実践の中で構築していくことを目的としてお

ります。 
   また、従来から商品化されている「ことばの森」を中心とした添削事業や中学・高

校・大学受験ガイドを作成する出版部門、さらには将来の新規教育事業の研究・開発

などを行っております。 
   この結果、第三事業本部の売上高は 151 百万円となっております。 
④個別指導部門（株式会社個学舎 市進チューターバンク、個太郎塾部門） 

   個別指導塾であります個太郎塾部門は、３月下旬の春期講習より、東京都に東大島

教室、府中教室、千葉県に新松戸教室、津田沼教室、五井教室の個太郎塾５教室を開

設し、㈱市進のフランチャイズ教室も含め 65 教室の体制となり、集客は順調に推移し

ております。 
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また、家庭教師部門の市進チューターバンクでは、サービス提供エリアを千葉県・

東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県南部とし、難関校受験特設コースも運営しており

ます。 
この結果、当該事業の売上高は 1,780 百万円（前連結会計年度比 13.7％増）となっ

ております。 
 

（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および現金同等物（以下「資金」という）

は、前連結会計年度に比べ 223 百万円増加し、1,450 百万円となりました。 
   当連結会計年度における各キャッシュフローの状況とそれらの増減要因は以下の通

りであります。 
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュフローは、主に小中学部門の小

学生と個別指導部門の集客が順調に推移したことにより売上高はやや増加し、かつ事

業費の効率化により支出額も減少したことにより 805 百万円の収入となりました。 
   投資活動によるキャッシュフローについては、主に有形固定資産の取得や敷金保証

金の差入などにより、226 百万円の支出となっております。 
   財務活動によるキャッシュフローについては、新教室設備等の資金として長期借入

金を 310 百万円調達しましたが、長期借入金の返済資金として 569 百万円を使用した

ことなどにより、355 百万円の支出となりました。 
（3）次期の見通し  

当連結会計年度の日本経済においては、設備投資、個人消費、輸出など内需・外需

がバランスよく回復し、景気は再び浮揚し始めたということができます。しかし、社

会保険料や所得税・消費税等の社会的コストや米国・中国を中心とした世界経済の動

向によっては、企業収益や個人消費のさらなる回復に楽観は許されない面もあるとい

えます。 
このような消費環境においては、教育サービスの成果に対する消費者の関心はいっ

そう高まり、学習補完機関としての社会的役割の増大とともに、これまで以上に提供

するサービスの質的向上が厳しく問われてくるといわざるをえません。今後は従来に

増して業界内での厳しい競争や淘汰が本格化し、より優位な教育サービスの提供が企

業発展への不可欠の要素となるといえます。 
   こうした環境のもと、当社といたしましては、各学年在籍生の具体的な進学ニーズ

や学習ニーズを的確にとらえ、一人一人の目標を結実させるために、より効果的な学

習指導方法・進路指導方法を追求することにより、在籍生の継続と新規入会生の集客

を図ってまいります。 
また、経営効率の向上、各既存ドミナントの確立・強化を目的として、以下のよう

な市場の開拓等を行ってまいります。 
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  具体的な営業施策は次の通りであります。 
①小中学部門（市進学院） 
  平成 18 年 3 月から授業を開始する教室として、東京都には錦糸町教室、北千住

教室、竹の塚教室を開設し、神奈川県には、センター北教室に隣接する北山田教室、

市が尾教室に隣接する見花山教室を地域密着型の高校受験専用教室として開設し

ます。以前から茨城県において高校受験専用教室としてテスト運営を実施してまい

りました土浦桜ヶ丘教室は、平成 18 年度より土浦教室から独立し単独教室となり、

拠点数は 101 教室となります。 
新年度も、新設講座や首都圏学力測定などの各種イベントなどを通じて、生徒の

学習意欲を喚起するような一歩踏み込んだ教育サービスの提供に取り組んでまい

ります。 
②高校部門（市進予備校） 
  平成 18 年 3 月から授業を開始する校舎として、千葉県に検見川浜校を開設しま

す。また、以前から地域密着型の小規模校舎として高校 3 年生のみを対象として運

営してまいりました津田沼校は、平成 18 年度から高校 1・2 年生の講座も設置、フ

ルライン化したことにより、市川校から独立、単独校舎となり、拠点数は 14 校舎

となります。 
新年度からの新講座として、全校舎に受講時間自由選択の映像配信授業「ウィン

グネット」を導入します。クラブ活動などで受験勉強の時間を確保しにくい現役高

校生が受講可能な曜日・時間に個別ブースで映像授業を受講できるだけでなく、演

習問題の質問や学習・進路相談等のフォローも受けることができる講座で、これも

現役高校生の通塾率の上昇を促進する施策の一つであります。 
③第三事業本部（個別指導事業・通信添削事業・教育事業研究・出版部門） 
  まず、(株)市進が(株)個学舎のフランチャイジーとなって展開する FC 個太郎塾に

つきましては、平成 18 年 3 月下旬の春期講習より、東京都に瑞江教室、国分寺教

室、三鷹教室、千葉県に八千代中央教室、埼玉県に川越教室の５教室を 3 月下旬の

春期講習から開設し、昨年新設の 5 教室に加え、拠点数は 10 教室となります。 
  また、小学 1 年生から 3 年生までを対象とした通信添削「ひゃくてん丸」（ウィ

ングキッズシリーズ）をスタートします。指導経験豊富な講師による学習ナビゲー

ター（担任）制度と集団指導の効果も活用したスクーリングの実施などを特徴とし

ております。 
④個別指導部門（株式会社個学舎 個太郎塾部門、市進チューターバンク） 
  平成 18 年 3 月下旬の春期講習より、東京都に聖蹟桜ヶ丘教室、ひばりヶ丘教室、

清瀬教室、武蔵境教室、千葉県に船橋教室、鎌取教室の個太郎塾 6 教室を開設しま

す。個太郎塾の拠点数は、㈱市進のフランチャイズ教室 10 教室も含め合計 76 教室

となりますが、今後もこのような拠点展開のスピードを維持し、個太郎塾ブランド
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の拡大と浸透を図ってゆく計画です。 
また、家庭教師派遣の市進チューターバンクも合わせ、集団指導・個別指導の相

乗効果により、グループ全体の発展を確保してまいります。 
 

  これらの結果、次期の連結売上高は中間期 10,100 百万円（前年同期比 2.6%増）、

通期 20,230 百万円（前年同期比 2.2%増）を見込んでおります。また、連結経常利

益は、中間期 500 百万円（前年同期比 48.4%増）、通期 1,100 百万円（前年同期比

18.2%増）を見込んでおります。 
しかし、｢固定資産の減損に係る会計基準｣の導入に伴う減損損失と川越・聖蹟桜

ヶ丘・柏などにおける営業拠点の効率的利用に伴う賃借物件の返還等による固定資

産除却損等の特別損失が中間期までで 470 百万円、通期で 500 百万円計上される

予定にあります。 
この結果、連結当期純利益につきましては、もともと利益の規模が小さい中間期

では 50 百万円の損失（前年同期比 167 百万円減）、通期では 330 百万円（前年同

期比 24.4%減）の利益を見込んでおります。 
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４【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※１ 2,699,227  2,683,165

２ 売掛金  15,502  17,632

３ 有価証券  161,766  161,784

４ たな卸資産  142,620  135,380

５ 繰延税金資産  249,175  265,083

６ その他  554,653  581,611

７ 貸倒引当金  △9,280  △10,180

流動資産合計  3,813,665 34.8  3,834,476 34.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1）建物及び構築物 ※１ 4,926,002 4,987,600 

減価償却累計額  2,937,122 1,988,879 3,033,804 1,953,795

(2）機械装置及び運搬具  11,661 11,661 

減価償却累計額  10,525 1,136 10,810 851

(3）器具備品  1,383,938 1,480,112 

減価償却累計額  1,035,357 348,581 1,139,594 340,517

(4）土地 
※１ 
※２ 

809,616  809,616

(5）建設仮勘定  －  390

有形固定資産合計  3,148,213 28.7  3,105,172 28.1

２ 無形固定資産  144,718 1.3  141,032 1.3
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前連結会計年度 

（平成17年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

３ 投資その他の資産   

(1）投資有価証券  78,268  131,336

(2）長期貸付金  34,388  30,413

(3）繰延税金資産  325,266  306,912

(4）差入敷金保証金 ※１ 3,358,761  3,232,321

(5）その他  76,288  259,699

(6）貸倒引当金  △10,848  △6,933

投資その他の資産合計  3,862,125 35.2  3,953,750 35.8

固定資産合計  7,155,057 65.2  7,199,955 65.2

資産合計  10,968,722 100.0  11,034,431 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  250,722  272,167

２ １年内返済予定長期借
入金 

※１ 548,534  514,644

３ 未払金  1,074,405  991,470

４ 未払法人税等  301,536  293,153

５ 賞与引当金  445,556  461,701

６ その他  431,273  431,463

流動負債合計  3,052,029 27.8  2,964,600 26.9

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※１ 1,571,331  1,345,530

２ 退職給付引当金  825,324  865,176

固定負債合計  2,396,655 21.9  2,210,706 20.0

負債合計  5,448,684 49.7  5,175,306 46.9
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前連結会計年度 

（平成17年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※３ 1,375,900 12.5  1,375,900 12.5

Ⅱ 資本剰余金  1,085,177 9.9  1,085,177 9.8

Ⅲ 利益剰余金  5,508,675 50.2  5,816,156 52.7

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２ △2,468,532 △22.5  △2,468,532 △22.4

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

 18,958 0.2  50,566 0.5

Ⅵ 自己株式 ※４ △141 △0.0  △141 △0.0

資本合計  5,520,037 50.3  5,859,125 53.1

負債・資本合計  10,968,722 100.0  11,034,431 100.0
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  19,367,840 100.0  19,800,877 100.0

Ⅱ 売上原価  15,571,489 80.4  16,089,906 81.3

売上総利益  3,796,351 19.6  3,710,970 18.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,966,544 15.3  2,780,741 14.0

営業利益  829,806 4.3  930,229 4.7

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  1,728 2,298 

２ 受取配当金  1,057 1,204 

３ 外部模試手数料収入  16,055 17,652 

４ 自動販売機等収入  4,015 3,866 

５ 雑収入  18,469 41,326 0.2 14,189 39,210 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  44,361 38,108 

２ 貸倒引当金繰入額  12 256 

３ 雑損失  183 44,556 0.2 152 38,517 0.2

経常利益  826,576 4.3  930,922 4.7

Ⅵ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※２ 20,877 20,877 0.1 48,065 48,065 0.2

税金等調整前当期純利
益 

 805,698 4.2  882,857 4.5

法人税、住民税及び事
業税 

 500,033 465,195 

法人税等調整額  △64,282 435,750 2.3 △19,014 446,180 2.3

当期純利益  369,947 1.9  436,676 2.2
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③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,085,177  1,085,177 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   1,085,177  1,085,177 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   5,270,453  5,508,675 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１ 当期純利益  369,947 369,947 436,676 436,676 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１ 配当金  95,506  95,506  

２ 役員賞与  36,220 131,726 33,690 129,196 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   5,508,675  5,816,156 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

税金等調整前当期純利
益 

 805,698 882,857 

減価償却費  342,094 343,261 

敷金保証金償却  4,238 7,155 

固定資産除却損  15,172 48,065 

貸倒引当金の増加額
（△は減少額） 

 △1,322 899 

賞与引当金の増加額
（△は減少額） 

 △1,503 16,145 

退職給付引当金の増加
額 

 39,598 39,852 

受取利息及び受取配当
金 

 △2,785 △3,502 

支払利息  44,361 38,108 

売上債権の増加額  △4,299 △18,730 

たな卸資産の減少額
（△は増加額） 

 △14,739 7,240 

仕入債務の増加額  17,172 21,444 

未払金の増加額（△は
減少額） 

 △120,398 8,399 

前受金の増加額（△は
減少額） 

 △65,573 6,514 

未払消費税等の減少額  △31,291 △21,219 

役員賞与の支払額  △36,220 △33,690 

その他  △100,868 4,552 

小計  889,334 1,347,355 

利息及び配当金の受取
額 

 2,787 3,285 

利息の支払額  △44,137 △37,969 

法人税等の支払額  △524,124 △506,932 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 323,859 805,738 
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前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

定期預金の増加額  △64,031 39,968 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △193,279 △374,143 

長期貸付による支出  △5,700 △6,860 

長期貸付金の回収によ
る収入 

 11,852 10,634 

敷金保証金の差入によ
る支出 

 △64,227 △108,261 

敷金保証金の返還によ
る収入 

 147,201 227,546 

その他  △21,186 △15,489 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △189,370 △226,604 

    

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

長期借入による収入  280,000 310,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △625,625 △569,691 

配当金の支払額  △95,215 △95,518 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △440,840 △355,209 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額（△は減少額） 

 △306,351 223,925 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,532,872 1,226,521 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※１ 1,226,521 1,450,446 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１ 連結の範囲に関する事項  子会社はすべて連結されております。

 連結子会社は、株式会社友進及び株式

会社個学舎の２社であります。 

同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

 関連会社は有りません。 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末日と連結決算

日は一致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

  

① たな卸資産 ① たな卸資産 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 教材・原材料等 同左 

  先入先出法に基づく原価法によっ

ております。 

 

 貯蔵品  

  最終仕入原価法によっておりま

す。 

 

 ② 有価証券 ② 有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法によっ

ております。 

同左 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法  定率法によっております。但し、平

成10年４月１日以降取得の建物（建物

附属設備を除く）は定額法によってお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

同左 

 
 

建物及び構築物 ８年～60年

機械装置及び運搬具 ６年～10年

器具備品 ３年～20年
  

 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  定額法を採用しております。なお、

自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  債権の貸倒による損失に備えるた

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、個別に回収の可能性を勘案

し回収不能見込額を計上しておりま

す。 

同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるため、支

給見込額のうち、当連結会計年度の負

担額を計上しております。 

同左 

 ③ 退職給付引当金 ③ 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。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により、

翌連結会計年度から処理しておりま

す。 

同左 

(4)収益の計上基準  納入金要領に基づき、授業料及び講習

料は生徒の在籍期間に応じて計上し、ま

た入会金及び教材費等は生徒を受け入れ

た事業年度の収益として計上しておりま

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。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 (6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

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 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同左 

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 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

「開校前差入敷金保証金」は、前連結会計年度まで

「差入敷金保証金」と区分した上で、投資その他の資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重

要性が低いため、当連結会計年度より区分せず「差入敷

金保証金」に含めて表示しております。当連結会計年度

の「差入敷金保証金」に含まれている「開校前差入敷金

保証金」は11,947千円です。 

────── 

 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

────── 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基

準委員会 実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の

付加価値割及び資本割60,795千円を、販売費及び一般管

理費に計上しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年２月28日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年２月28日現在） 

※１ 担保提供資産 ※１ 担保提供資産 

（担保に供している資産） （担保に供している資産） 
 

定期預金 700,000千円

建物 906,896 

土地 736,497 

差入敷金保証金 1,123,041 

 計 3,466,435 
  

 
建物 872,260千円

土地 736,497 

差入敷金保証金 771,860 

 計 2,380,619 
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 
 

 

１年内返済予定長期借
入金 

541,394千円

長期借入金 1,543,941 

 計 2,085,335 
  

 
 

１年内返済予定長期借
入金 

507,504千円

長期借入金 1,325,280 

 計 1,832,784 
  

※２ 当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年

３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の

再評価を行い、再評価に伴う差額を「土地再評価差

額金」として資本の部に計上しております。 

※２ 当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年

３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の

再評価を行い、再評価に伴う差額を「土地再評価差

額金」として資本の部に計上しております。 

 再評価の方法  再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第１号に基づ

き、近隣の地価公示価格に合理的な調整を加味した

方法により算出しております。 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第１号に基づ

き、近隣の地価公示価格に合理的な調整を加味した

方法により算出しております。 
 

再評価を行った年月日 平成14年２月28日

 
再評価を行った土地の期
末における時価と再評価
後の帳簿価額との差額 

△153,142千円

  

 
再評価を行った年月日 平成14年２月28日

 
再評価を行った土地の期
末における時価と再評価
後の帳簿価額との差額 

△167,974千円

  
※３ 当社の発行済株式総数は、普通株式9,550,888株

であります。 

※３ 当社の発行済株式総数は、普通株式9,550,888 株

であります。 

※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式248株

であります。 

※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式248株

であります。 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
 

広告宣伝費 1,902,595千円

貸倒引当金繰入額 5,722千円

賞与引当金繰入額 44,604千円

退職給付費用 35,748千円
  

 
広告宣伝費 1,594,102千円

貸倒引当金繰入額 10,180千円

賞与引当金繰入額 43,947千円

退職給付費用 43,283千円
  

※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 
 

建物及び構築物 13,630千円

器具備品 1,542千円

取壊撤去費用等 5,705千円
  

 
建物及び構築物 21,474千円

器具備品 688千円

取壊撤去費用等 25,902千円
  

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 
 

現金及び預金勘定 2,699,227千円

有価証券勘定 161,766千円

計 2,860,994千円

預入期間が３か月を超える定期
預金 

△1,634,472千円

現金及び現金同等物 1,226,521千円
  

 
現金及び預金勘定 2,683,165千円

有価証券勘定 161,784千円

計 2,844,950千円

預入期間が３か月を超える定期
預金 

△1,394,503千円

現金及び現金同等物 1,450,446千円
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンスリース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンスリース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
 

 
機械装置及
び運搬具 

器具備品 
無形固定資
産（ソフト
ウェア） 

合計 

取得価額相当
額 

12,810 636,297 283,120 932,228千円

減価償却累計
額相当額 

1,610 341,036 124,300 466,947 

期末残高相当
額 

11,200 295,261 158,819 465,281 

  

 

 
機械装置及
び運搬具

器具備品 
無形固定資
産（ソフト
ウェア） 

合計 

取得価額相当
額 

16,814 673,250 307,724 997,790千円

減価償却累計
額相当額 

4,168 383,414 144,131 531,714 

期末残高相当
額 

12,645 289,836 163,593 466,075 

  
(2)未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 194,441千円

１年超 328,517 

合計 522,959 
  

 
１年内 208,128千円

１年超 306,166 

合計 514,295 
  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
 

支払リース料 197,310千円

減価償却費相当額 176,528千円

支払利息相当額 23,745千円
  

 
支払リース料 202,683千円

減価償却費相当額 185,487千円

支払利息相当額 17,441千円
  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし各期への配分方法については、利息

法によっております。 

同左 
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（有価証券関係） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度（平成17年２月28日現在） 当連結会計年度（平成18年２月28日現在） 

種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

株式 33,437 65,268 31,831 33,437 118,336 84,899

前連結会計年度（平成17年２月28日現在） 当連結会計年度（平成18年２月28日現在） 

種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

株式 － － － － － －

合計 33,437 65,268 31,831 33,437 118,336 84,899

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度 
（平成17年２月28日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年２月28日現在） 

種類 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

① マネー・マネジメント・ファ
ンド 

151,711 151,729 

② フリー・ファイナンシャル・
ファンド 

10,054 10,055 

③ 非上場株式（店頭売買株式を
除く） 

13,000 13,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(1)採用している退職給付制度の概要 (1)採用している退職給付制度の概要 

 当社は、従業員に対し適格退職年金制度及び退職金

規定に基づく退職一時金制度を設けております。 

同左 

(2)退職給付債務及びその内訳(平成17年２月28日現在) (2)退職給付債務及びその内訳(平成18年２月28日現在) 
  

退職給付債務 △1,806,016千円

年金資産 875,816 

未積立退職給付債務 △930,199 

未認識数理計算上の差異 104,875 

退職給付引当金 825,324 
  

  
退職給付債務 △1,951,542千円

年金資産 1,084,988 

未積立退職給付債務 △866,554 

未認識数理計算上の差異 1,377 

退職給付引当金 865,176 
  

(3)退職給付費用の内訳 (3)退職給付費用の内訳 
  

勤務費用 133,806千円

利息費用 36,514 

期待運用収益 △2,585 

未認識数理計算上の差異 16,286 

その他 19,614 

退職給付費用 203,636 
  

  
勤務費用 141,195千円

利息費用 39,680 

期待運用収益 △6,656 

未認識数理計算上の差異 14,671 

その他 25,749 

退職給付費用 214,640 
  

(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 (4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
  

割引率 2.2％

期待運用収益率 0.4％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 10年
  

  
割引率 2.2％

期待運用収益率 0.8％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 10年
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成18年２月28日） 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
  

繰延税金資産 

繰越欠損金 110,652千円

退職給付引当金 309,300 

賞与引当金 180,426 

その他 148,524 

繰延税金資産小計 748,903 

評価性引当額 △136,237 

繰延税金資産合計 612,666 

繰延税金負債 △38,224 

繰延税金資産の純額 574,441 
  

  
繰延税金資産 

繰越欠損金 80,952千円

退職給付引当金 337,608 

賞与引当金 187,053 

その他 168,551 

繰延税金資産小計 774,167 

評価性引当額 △139,415 

繰延税金資産合計 634,752 

繰延税金負債 △62,757 

繰延税金資産の純額 571,995 
  

 上記のほか、土地再評価にかかわる繰延税金資産 

998,274千円については全額評価性引当額を認識して

おります。 

 上記のほか、土地再評価にかかわる繰延税金資産 

998,274千円については全額評価性引当額を認識して

おります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別の内訳 
  

法定実効税率 41.7％

（調整） 

住民税均等割 7.4

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

2.0

留保金課税 1.7

その他 1.3

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

54.1

  

  
法定実効税率 40.4％

（調整） 

住民税均等割 6.5

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

1.8

留保金課税 1.5

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

50.5
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年３月１日 至平成17年２月28日） 

 当社は、教育の分野において、小中学生及び高校生を対象とした学習・受験指導等の教育サービスを提

供すべく、単一業種の事業活動を営んでおりますので、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日） 

 当社は、教育の分野において、小中学生及び高校生を対象とした学習・受験指導等の教育サービスを提

供すべく、単一業種の事業活動を営んでおりますので、該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年３月１日 至平成17年２月28日） 

 在外子会社及び在外支店はありませんので、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日） 

 在外子会社及び在外支店はありませんので、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成16年３月１日 至平成17年２月28日） 

 当企業集団には海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日） 

 当企業集団には海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日） 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金
又は出
資金 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所有
（被所有）割合
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

役員 
梅田威
男 

千葉県
市川市 

－ 
当社代表
取締役 

(被所有)
直接 

16.99 － － 債務保証 72,301 － －

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社の建物賃貸借契約について債務保証を受けているものであり、債務保証に対して、保証料の支払い

及び、担保の提供は行っておりません。取引金額は当該保証物件の年間賃借料の合計であります。 

 

当連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金
又は出
資金 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所有
（被所有）割合
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

役員 
梅田威
男 

千葉県
市川市 

－ 
当社代表
取締役 

(被所有)
直接 

16.99 － － 債務保証 59,005 － －

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社の建物賃貸借契約について債務保証を受けているものであり、債務保証に対して、保証料の支払い

及び、担保の提供は行っておりません。取引金額は当該保証物件の年間賃借料の合計であります。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 

１株当たり純資産額 574.44円

１株当たり当期純利益 35.20円

  

 

１株当たり純資産額 610.08円

１株当たり当期純利益 42.32円

  
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は潜在株式がな

いため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は潜在株式がな

いため記載しておりません。 

 （注） 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16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当期純利益（千円） 369,947 436,676 

普通株主に帰属しない金額（千円） 33,690 32,420 

（うち利益処分による役員賞与金） (33,690) (32,420)

普通株式に係る当期純利益（千円） 336,257 404,256 

期中平均株式数（株） 9,550,640 9,550,640 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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５．部門別・収入項目別売上高の明細 

（単位：千円） 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

比較増減 部

門 

収入項目 

売 上 高 構成比 売 上 高 構成比 金 額 

 % % 

授 業 料 9,715,276 50.2 9,954,851 50.3 239,575

講 習 料 3,551,167 18.3 3,713,757 18.8 162,590

そ の 他 866,725 4.5 932,196 4.7 65,471

小

中

学

部

門 

小 計 14,133,169 73.0 14,600,806 73.8 467,637

授 業 料 2,209,835 11.4 1,978,700 10.0 △231,135

講 習 料 1,334,825 6.9 1,237,222 6.2 △97,602

そ の 他 61,158 0.3 50,109 0.3 △11,048

高

校

部

門 

小 計 3,605,819 18.6 3,266,033 16.5 △339,785

個別指導事業 － － 68,593 0.3 －

通信添削事業 － － 21,514 0.1 －

出 版 部 門 － － 61,156 0.3 －

第
三
事
業
本
部 

小 計 － － 151,264 0.7 －

個別指導部門 1,566,096 8.1 1,780,950 9.0 214,854

そ の 他 2,199 0.0 1,821 0.0 △377

出 版 部 門 60,556 0.3 － － －

総 合 計 19,367,840 100.0 19,800,877 100.0 433,036

 

（注)従来の「出版部門」の売上高は、同部門を第三事業本部に編入したことに伴い、当連結会計年度より、

「第三事業本部 出版部門」に記載しております。 

 

 

 




