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平成 18 年 3 月期 決算短信（連結） 
平成 18 年 5 月 19 日 

会 社 名       株式会社ＮＯＶＡ 上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 
コード番号       ４６５５ 本社所在都道府県  大阪府 
 （ＵＲＬ  http://www.nova.ne.jp/） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
 氏    名 猿橋  望 
問い合わせ先       責任者役職名 ＣＥＯ アシスタント 
 氏 名       中山 秀樹 ＴＥＬ （06）6213-2450（代表） 
決算取締役会開催日  平成 18 年 5 月 19 日 
親会社等の名称  有限会社ノヴァ企画（コード番号： － ）親会社等における当社の議決権所有比率36.59％ 
米国会計基準採用の有無     無 
 
１．18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年 4 月 1日～平成 18 年 3 月 31 日） 
（1）連結経営成績 （百万円未満切り捨て） 

 売   上   高 営  業  利  益 経  常  利  益 
  百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％ 

18 年 3 月期  69,812 （△  7.3）  △ 2,195 （   －）  △ 1,470 （   －） 
17 年 3 月期  75,274 （   6.6）  441 （△ 70.8）  923 （△ 37.4） 
 

 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 

  百万円 ％  円 銭  円 銭  ％  ％  ％ 
18 年 3 月期 △ 3,070 （   －）  △46. 07 ―――  △ 41.4  △ 2.2  △ 2.1 
17 年 3 月期  203 （△ 54.6）  5. 13 ―――    2.2  1.4  1.2 
（注） 1.持分法投資損益 18 年 3 月期 －百万円 17 年 3 月期 －百万円 
 2.期中平均株式数（連結） 18 年 3 月期 66,641,917 株 17 年 3 月期 33,569,500 株 
 3.会計処理の方法の変更     有 
 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 
  百万円  百万円  ％  円 銭 

18 年 3 月期  68,837  5,810  8.4  87. 24 
17 年 3 月期  66,948  9,006  13.5  268. 72 

（注） 期末発行済株式数（連結） 18 年 3 月期 66,609,500 株 17 年 3 月期 33,399,500 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 

  百万円  百万円  百万円  百万円 
18 年 3 月期  △ 4,149  △ 3,133  6,347  14,373 
17 年 3 月期  △ 1,033  △ 3,006  2,412  15,186 

 
（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 7 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 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 

 売   上   高 経  常  利  益 当 期 純 利 益 
 百万円 百万円 百万円 

中 間 期  31,100  △ 1,400  △ 1,800 
通 期  69,000  1,300  400 
（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）  ６円 01 銭 
（注） 業績予想は、現時点において知りえる情報を前提としており、実際の業績は、予想と異なる可能性があります。 

 なお、上記予想に関しましては、添付資料４～10 ページ等を参照してください。 
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１．企業集団の状況 
「コミュニケーション・サービスとコミュニケーション・ツールの全てを取扱うこと」。 
これが、当社（株式会社 NOVA）を中心とする NOVAグループの経営のキーワードであります。 
このキーワードに基づく主な事業は、次のとおりであります。 

 
① 世界中の人が NOVAに集まり、異文化に触れ、国家や民族の壁を越えて、多彩な文化やことばの教養を身に付

けることができ、お互いに尊重し合えるような人材を世界中に輩出すること。 
② 世界各国の言語による異文化コミュニケーションのための環境を世界各地に整備し、大人も子供も世界各国の
「言葉」と「文化」に触れることが出来る環境を作ること。 

③ “総”方向ライブ（リアルタイム）でサービスを提供できる、独自のブロードバンド通信の技術開発を行い、
安定的に動作するテレ・コミュニケーションのインフラを整備すること。 

④ 「お茶の間留学」を筆頭に、様々なネットワーク・コンテンツを開発し、提供すること。 
⑤ テレビ会議システム等、さまざまなハードウェアの技術開発を行うこと。 
⑥ 世界各国から集まった、当社の豊富な人材資源を中心に、生徒およびテレビ電話ユーザーの「ヒューマン・ネ
ットワーク」を構築し、そこに向けた新たなサービスを提供すること。 

⑦ 全世界に、さまざまなサービスが提供できる会員組織を構築すること。 
 
 当グループは、異文化コミュニケーション、および遠隔コミュニケーションのための、あらゆるサービス、商品、

技術の開発を行い、これらを複合的に組み合わせた『 Inter Cultural Network 』と言う新たな領域を確立し、もっ
て世界平和に貢献することを目的としております。 
 
 現在の具体的なサービスおよび商品内容は以下のとおりであります。 

 

（異文化コミュニケーション関連事業） 

駅前留学サービス 

（お茶の間留学・ 

NOVA KIDS含む）

「駅前留学（世界各国の人々と直接コミュニケーションするための環境と外国語習得のため

のノウハウをパッケージ化したもの）」および児童・幼児を対象としたこども駅前留学

「NOVA KIDS」、テレビ会議システムを使用して多地点を同時に接続してレッスンする「お
茶の間留学」、法人顧客を対象とした「NOVAX 25」等のプログラムの開発および販売を行
っております。 

海外留学サービス 

当社オリジナルの短期海外語学研修プログラム「NOVA ACADEMY」を中心に、その他の
語学留学、中学・高校・大学・大学院等への正規留学や生涯教育留学等のコンサルテーショ

ンおよび手配を行い、海外での異文化コミュニケーションをサポートしています。 

商 品 売 上 

語学や異文化コミュニケーションをテーマとした教材や書籍の開発および出版、携帯電話や

テレビ電話等のネットワーク機器の開発・販売、また様々なキャラクターグッズ等の関連商

品の開発・販売を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 
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（その他の事業） 

 異文化コミュニケーション関連事業以外では、主にインテリアの設計・施工の請負および什器備品の販売等を行っ

ております。 
 当グループは、当社を核に様々な事業展開をしておりますが、主要な関連業務については、子会社で展開しており

ます。当社の事業をサポートする各子会社の具体的な役割およびグループの構成は、次の表ならびに事業系統図のと

おりであります。 

会社名 資本金 
当 社 の 
議決権比率 

主要業務 

 
㈱エヌアイエス 
 

千円 
30,000 

 

％ 
100.0 

 

広告宣伝のメディア・リサーチ、企画制作、媒体手配等、
当社の広告代理業務の統括 

㈱パシフィックリース 60,000 100.0 
設備備品等のリース・割賦販売業務および受講料割賦購入
斡旋業務、グループ内資金の管理 

NOVA･スペース･デザイン㈱ 10,000 100.0 拠店などの設計および施工 

㈱NOVA留学センター 10,000 100.0 海外留学サービスに関わる手続代行・コンサルティング等 

㈱NOVA情報システム 10,000 100.0 
ブロードバンド通信技術の開発、コンピュータ･システム
の技術開発、マネージメントインフォメーションシステ
ムの構築 

インタービジョン㈱ 10,000 100.0 当社の店舗開発に関する業務 

㈱ラミ NOVA 10,000 100.0 事務所および営業拠店の清掃等衛生管理に関する業務 

（注）１．上記７社は当社の連結子会社であります。 
２．上記のほか関連当事者として、マルチメディア商品の仕入を行っている㈱ギンガネット、顧客斡旋を行っ

ている㈱ジャパンメディカルアシスタンスがございます。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （注）１．    は連結子会社であります。 
２．    は関連当事者であります。  

 
 株

式
会
社
Ｎ
Ｏ
Ｖ
Ａ
（
当
社
） 

広告宣伝の受託 ㈱エヌアイエス 広告宣伝の受託

内装設備等の工事、
設備･備品等の販売

内装設備等の工事、 
設備･備品等の販売 NOVA･ｽﾍﾟｰｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱

留学に伴う航空券等の販売 留学の情報提供・手配・斡旋 ㈱ＮＯＶＡ留学センター 

㈱ＮＯＶＡ情報システム

コンピュータ･システム 
に係るサービスの提供 

コンピュータ･システム
に係るサービスの提供

インタービジョン㈱ 不動産取引の仲介 不動産取引の仲介

受講料割賦購入斡旋 
内装設備･備品のリースおよび 
割賦販売、グループ内資金の管理

㈱ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾘｰｽ 

顧 
 

客 

㈱ギンガネット 
マルチメディア商品の販売 
通信ネットワーク接続サービス 

マルチメディア商品の販売、
通信ネットワーク接続サービス

事業所の清掃・衛生管理業務
㈱ラミＮＯＶＡ 

㈱ジャパンメディカルアシスタンス 
外国人に対する 
アシスタンスサービス 顧客の斡旋 

「駅前留学」をはじめとするランゲージサービスの提供
海外留学サービスの提供 
語学関連商品および通信機器等の販売 

（事業系統図） 
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２．経営方針 
 
（1）会社経営の基本方針 
 現代社会は、人々が民族・文化・国境・言語の壁を越え、グローバルに“異文化コミュニケーション”しなければ

ならない時代。外国語のコミュニケーション能力は、水、電気、水道、ガスなどと同様、人々が文化的な生活をおく

るために、なくてはならないインフラです。 
また、世界的にインターネットが普及した近年のグローバル社会において、「デジタルデバイド」が、生活水準に急

激な変化をもたらすであろうことは議論の余地がありません。 
情報の海に接続できるスキルの差異を意味する「デジタルデバイド」とは、とりもなおさず外国語コミュニケーシ

ョン能力の差異と同義であり、当社ではこれを「ランゲージデバイド」と呼んでおります。 
 今まさに到来しつつある空前の「異文化コミュニケーション時代」。 
そんなグローバル社会において、ますます重要な問題となりつつある「ランゲージデバイド」の解消に取り組み、

社会のために必要不可欠な役割の一翼を担いたい。これが、NOVAグループの経営の大目的であります。 
 このような理念により、当社では、中期計画における経営のキーワードを次のとおり定めております。 
 

 ●産業ジャンル：『 Inter Cultural Network 』 
「駅前留学」や「お茶の間留学」、「ケータイ留学」、「外国語に関連する出版および電子出版等の開発および販売」

を含め、コミュニケーションおよびテレ・コミュニケーションに必要な、あらゆる技術開発と環境を整備し、手

段とノウハウを提供すること。 

 ●経営のキーワード：「コミュニケーション・サービスの全てを取扱うこと」 

基幹ビジネスである「駅前留学」の拠店展開は、コミュニケーション力こそがグローバル社会における原点的

なインフラであるという確信に基づき、そのインフラを提供する環境を整えることを目的とする。 

また、独自のネットワークインフラをグローバルに構築すると共に、様々なネットワークコンテンツを開発し、

そのサービスに必要な機器の開発を併せて行うこと。 

   上記基本方針に則り、今後も積極的に事業を展開していく所存であります。 

 
（2）会社の利益配分に関する基本方針 
 当社は、株主の皆様への長期的な配当を維持し、業績に応じた適正な利益還元を行うことを基本方針とし、経営の

重要事項として位置づけ、実施して参りました。 

 しかしながら、当期（平成 18 年 3月期）におきまして当期損失を計上することとなり、現在、当社の更なる将来の

発展の礎を築くべく、経営全般の再構築に取り組んでおります。また、平成 19 年 3月期は、当社の更なる発展のため、

一旦経営基盤を踏み固めなければならない踊り場として位置づけております。このような状況を鑑み、誠に遺憾では

ございますが、当期の期末配当金につきましては無配とさせていただく予定であります。 

 

（3）目標とする経営指標 
 当面、海外マーケットも視野に含めた新店開発と、シェアポジションの確立を目標としているため、当社としまし

ては ROE、ROA等に関する具体的な数値目標は、敢えて定めておりません。 
 
（4）中長期的な会社の経営戦略 
 NOVAグループには３つの大きな経営資源が在ります。すなわち「拠店ネットワーク」・「独自のブロードバンド・
ネットワーク」・「ヒューマン・ネットワーク」。中長期的には、この特有の経営資源を最大限に活用した事業展開を行

ってまいります。 

①「駅前留学」と「NOVA KIDS」の拠店展開 
 急速にグローバル化しつつある世の中において、出版や通訳・翻訳を含めた外国語関連産業は、今後飛躍的に成

長するポテンシャルを秘めております。 
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②ブロードバンド関連の技術開発とインフラ整備および「お茶の間留学」の事業展開 

 「お茶の間留学」は、ブロードバンド・ネットワークを用いた、世界初の、極めて大規模な、“総”方向かつラ

イブ（リアルタイム）で行う有人対面型 24 時間遠隔サービスです。 

また、NOVAグループの高度なブロードバンド関連技術は、今後、介護・福祉、金融サービス、エンターテイメ
ントなど、「対面性（リアルタイム性）」・「”総”方向性」を必要とするさまざまな分野でのコンテンツ・サービス

にまで応用できるため、今後これらの新しいサービスの開発を進めてまいります。 

 

③コミュニケーション・ツールの販売店チェーン「COMステーション」の店舗展開 
 「COM ステーション」は、テレビ電話を始めとする遠隔コミュニケーション機器や、ネットワーク・コンテン

ツを幅広く取扱う、専門店としての店作りを目指しております。 

 

④海外留学サービス「NOVA ACADEMY」 
 世界各国の大学との業務提携によって開催される、当社オリジナルの短期海外語学研修プログラム「NOVA 
ACADEMY」は、今後も引き続き、各地に提携大学を増やしていく方針です。 
英語以外の外国語についても対応に努め、キャパシティーを拡充してまいります。 

 

⑤出版事業（書籍・CD・DVD、デジタルコンテンツ等） 
 一般書籍、教材、その他当社ならではの分野における書籍の開発および出版を行ってまいります。 

 

⑥NOVAうさぎ等のキャラクターグッズの開発および販売 
 
（5）会社の対処すべき課題 
①当社の今後の課題は、ブロードバンドを初めとする通信・放送技術のイノベーションによってもたらされる新しい

グローバル社会の枠組みの中で、外国語関連事業における当社のシェアポジションを、いかに確保していくかとい

うこと。 

②当社の構築したブロードバンド・ネットワークを用い、介護・福祉、医療、金融、通販、エンターテイメント、コ

ンサルテーション等々、さまざまな分野のコンテンツ・サービスを開発すること。 

 

（6）親会社等に関する事項 
①親会社等の商号等 

（平成 18 年３月 31 日現在） 

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 

(有)ノヴァ企画 

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 

36.59 なし 

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係及び取引に関する事項 

 (有)ノヴァ企画は、当社役員およびその近親者が 100％出資する会社であり、同当社役員は(有)ノヴァ企画の取締

役(取締役総数 2名)を兼任しております。なお、(有)ノヴァ企画と当社グループとの間に重要な取引関係はございま

せん。 

 関連当事者との取引は、当社グループの事業上必要となるもの、また、より効率的な役割分担として機能するもの

を、他の取引先と同等の条件によって行うことを基本方針としております。関連当事者との取引につきましては、41

ページ【関連当事者との取引】をご参照下さい。 

 

（7）内部管理体制の整備・運用状況 
 平成 18 年 6 月公表予定の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」においてあわせて記載する予定であります。 
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３．経営成績および財政状態 

（１）経営成績 

①概況 
 当連結会計年度（以下「当期」という。）の売上高は、前期比 7.3％減の 69,812 百万円となりました。 

損益につきましては、当期の営業損益は 2,195 百万円の損失、経常損益は 1,470 百万円の損失となりました。また、

当期純損益につきましては、特別損失（合計 1,651 百万円）を計上したこともあり 3,070 百万円の損失となりまし

た。 

 当社では、平成 16 年 10 月（前期第３四半期）に出店計画を大幅に見直し、年間 400 の新店開発を行うという意

思決定を行いました。 

 当期は、その計画を踏襲し、平成 16 年 10 月から平成 17 年 10 月の 1年余りの間だけでも、全国約 300 ヵ所に及

ぶ新規拠店を出店し、結果、平成 16 年 3 月末日時点で 623 校であった駅前留学の拠店数は、平成 18 年 3月末日時

点では 994 校となりました。 

 しかしながら、急速に駅前留学の拠店数が増えていくプロセスにおいて、平成 17 年 1月から 12 月に亘り、約 12

ヶ月間連続で、拠店数の増加と逆行する形で売上が前年同月比で前年割れするという現象が起き、この原因の分析

と発見に手間取ったことから、当期の売上が計画に対して未達に留まった原因となりました。 

 また、原因不明の売上減少現象であったことから予算削減の決定が遅れ、利益計画がずれる原因となりました。 

当社の業績に影響を及ぼす要素は、景気や一般生活消費の動向、雇用の多様化、可処分所得の変動、少子高齢化等々

の様々な社会的要素と共に、業界全体の動向と、当社固有の要素に切り分けられます。 

 これらの様々な要素を切り分け、ほぼ 1 年半に亘って分析を続けた結果、当社の当期の業績のマイナス要素は、

景気や一般生活消費の動向などの社会的要素とはほとんど無関係であることが判明して参りました。 

 また、当社を除く業界全体の業績は、平成 15 年の 4月を頂点として、5月以降、2年連続前年割れに陥り、その

間当社は対前年比を上回り続けて参りましたが、平成 17 年 1 月～12 月の間はこれが逆転。業界全体が対前年比で

ほぼ横ばいの傾向となり、下げ止まった感がある中で、当社だけが業界全体と逆行する形で前年割れとなりました。 

 結論として、当期の当社業績の主なマイナス要因は、外部の環境変化によるものではなく、短期間に拠店数が急

増したという、当社固有のものであったということであります。 

 

 短期間に拠店数が急増したことによるマイナス要素は、主に以下の 4点です。 

① １年間あまりの間に 3 百数十人の新任拠店マネージャーを輩出したため、全社的にマネージメント力が希薄化

し、予想以上に、全社的に営業力が低下した。 

② 全国で 10 人の、地区マネージャーが管轄する拠店数が、それぞれ数十拠店ずつ増加し、また、その傘下のスー

パーバイザーの管轄拠店数も増加し、監督に巡回するための移動時間が長くなり、拠店統括の中間管理職層に、

今までとは全く違うマネージメントのスキルが必要となった。 

③ 地域によっては、拠店網の密度が高くなったことにより、それぞれの拠店ごとのマーケットに重複が生じ、初

めて自社拠店間の競合が発生した。 

 当社の駅前留学の拠店数が 600～700 の時代（平成 16 年の 9 月中間決算）には、この現象は極めて希薄で予

測不能であり、それ以降、短期間で集中的に新店を開発中だったことと相まって、1,000 拠店近い規模に達す

るまで、この現象を発見できなかった。 

④ 予測の範囲を超える現象であったことから販売管理費の削減が遅れ、利益計画の対応が遅れた。 
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＜当期下半期以降の取り組み＞ 

 下半期以降、新店開発を大幅に減速させ、これらの業績マイナス要因を当期中に解消すべく努力して参りました。

結果として、第 4四半期の 1月および 2月は過去最高売上となり、回復基調となりましたが、効果の一部は、翌期

にずれこむこととなりました。 

 当社では、この結果を重く受け止め、現在、収益力・採算性向上のため、主に以下 4点について取り組んでおり

ます。 

① 一社単独で、1,000 店舗以上の直営“有人”店舗網（フランチャイズを除く）を形成した前例は、一部のファミ

リーレストランやファーストフード以外に、ほとんど例がありません。 

 これらのチェーン店は、概ね道路を中心にマーケットが形成されているため、道路上の移動距離を基本に、

自社店舗間のマーケットがどのように重複するかを分析し、店舗開発を行っております。 

 また、店舗間のマーケットの重複を微小に抑え、重複から生じる一拠店当りの売上の減少に備えてコストダ

ウンを図ることが、チェーン店オペレーションの基本となります。 

 これら、1,000 店舗をはるかに凌駕する直営チェーン店の先駆者達は、あらゆる分析手法を駆使し、血のに

じむようなコストダウンの努力の結果、現在の姿に達したと思われます。 

 しかしながら、当社の「駅前留学」の拠店網は、電車の路線中心のマーケティングであるため、他のチェー

ン店オペレーションとは似て非なる要素が多く、このようなチェーン店の展開は前例がありません。 

 実際に、どのように駅前留学の拠店間でマーケットの重複が生じるのか予測不能であったため、この現象の

発見に手間取ったことが、当期業績の最大の修正要素となりました。 

 今後は、1,000 拠店近い規模に達した経験則の中で初めて獲得した、駅前留学の拠店間のマーケットの重複

を分析する新しい手法に従って、拠店開発を進めて参ります。 

② 直営拠店間の距離が縮み、拠店間のマーケットが重複し、一拠店当りの売上がたとえ低下することがあったと

しても耐え得るようなコスト構造に改造するための、全面的なコストダウンに取り組んでおります。(製作物・

設備・什器備品類・研究開発費・通信費・その他)。 

③ 短期間に、３百数十拠店を新設し、数百人の拠店マネージャーを輩出したことによって、マネージメント力が

希薄化し、営業力の弱体化を招いたことが、当期業績の足かせとなりました。その反省に基づき、一旦拠店数

の増加を止め、拠店マネージャーや地区マネージャーを含むマネージメント層全体の人材育成、およびマネー

ジメント力の強化に努めて参ります。 

④ 今後の当社の更なる発展のため、コストダウンによるサービスの低下があってはならないという決意の基に、

駅前留学・お茶の間留学・NOVA KIDS等の、サービス・クオリティーの向上に努めると共に、経営組織なら
びに人事制度を、1,000 拠店を突破するための経営規模に見合った機動的なものに再構築し、ロジスティック

の効率化を図り、クオリティーコントロールに努めて参ります。 

 

 売上区分別営業の概況は次のとおりであります。 

異文化コミュニケーション関連事業 
（駅前留学サービス） 

 当期末の生徒数は 47 万５千人を数え、前期比 0.2％増となりました。 

 また、拠店数は、当期に新たに 165 拠店を開設し、当期末においては 994 拠店となりました。「NOVA KIDS」
開催拠店数は、当期に新たに 181 拠店で開講し、当期末では 868 拠店となりました。 

 「お茶の間留学」につきましては、新型多地点接続装置の試験導入と、新ユーザー端末機の導入により、更にハ

イクオリティな映像品質でのレッスンが可能となっております。 

 当期の「駅前留学サービス」の売上高は、前期比 4.8％減の 59,567 百万円となりました。 

 

（海外留学サービス） 

 当社のオリジナル短期海外語学研修プログラム「NOVA ACADEMY」の受入先である提携大学は、当期末では
７カ国、計 44 校となっております。 

 参加者数は、国際情勢の不安定化等による影響もあり、前期比 11.9％減となりました。 

 これらの結果、当期の「海外留学サービス」の売上高は、前期比 10.3％減の 1,504 百万円となりました。 
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（商品売上） 

 「COMステーション」につきましては商品アイテムの見直しと営業力の強化を図ってまいりました。 
 出版事業につきましては、当期において 40 点の書籍を新たに発行しました。 

 これらの結果、当期の「商品売上」の売上高は、前期比 1.4％減の 6,353 百万円となりました。 
 

その他（異文化コミュニケーション関連事業以外）の事業 

 主に一般顧客に対する広告代理業や、インテリアの設計・施工の請負、什器備品の販売等を行い、当期の売上高

は、前期比 48.0％減の 2,386 百万円となりました。 
 
 
 
②次期の見通し 
 平成 19 年 3 月期は、当社にとって、中長期に亘る成長過程の中での踊り場として位置づけ、ここ数年間の成長

過程の中で生じた、非効率的な部分を徹底的に排除し、ロジスティックを改善し、コストを圧縮することで、安定

的な利益の確保を目指して参ります。 

 また、コストを圧縮し、経営のスリム化を進める一方で、当社の更なる発展にむけて、今期は新店開発を手控え、

急速な拠店展開によって希薄化したマネ－ジメント力の回復に努めるなど、経営全般の再構築に取り組んで参りま

す。 

 これらの経営方針の大転換により、安定的な利益の確保と、更なる発展への経営基盤を整え、株主様をはじめと

するステークホルダーの方々からの信頼回復に努めて参ります。 

 

平成 19 年 3月期の経営計画の指針 

今期は、一般生活消費の動向や業界の動向、及び社内のマネージメント力の希薄化等の現状を総合的に鑑み、売上

高は当期並みのレベルを保つ計画とする。 

当期並みの売上の中で、確実に利益を確保するため、サービスのクオリティーに直接関わりのない部分のコストに

ついて圧縮を図る。 

 

（1）経営の非効率部分を徹底的に洗い出し、コストを圧縮する。 

（2）急速な拠店展開により希薄化したマネージメント力の回復に努める。 

（3）期初より年間約 650 億円での予算組みを実施する。 

 

 これらを基に、平成 19 年 3月期の業績予想としましては、売上高 69,000 百万円、経常利益 1,300 百万円、当期

純利益は 400 百万円を計画しております。 
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（２）財政状態 

①キャッシュ・フローの概況 
 当期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、社債の発行等により増加しました

が、税金等調整前当期純損失を計上したことや仕入債務の減少等により、前期末に比べ 812 百万円（5.4％）減少

し、当期末は 14,373 百万円となりました。 

 当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、前期比 301.5％増の 4,149 百万円となりました。これは主に、税金等調整前当

期純損失を計上したことや仕入債務が減少したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、前期比 4.2％増の 3,133 百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取

得による支出が増加したこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は、前期比 163.1％増の 6,347 百万円となりました。これは主に、社債の発行や借

り入れの増加等によるものであります。 

 

②次期の財政状態の見通し 
 次期におきましても、一層の事業の充実を目指してまいります。 

 なお、これらに要する資金は、自己資金および借入金等で賄う予定であります。 
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（３）事業等のリスク 
 当グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。 

 

１．為替相場の変動について 

 当グループでは、海外支局の維持・運営に掛かる諸経費、短期海外語学研修プログラムの開催に掛かる諸経費等は、

外貨建で決済しておりますが、為替の変動のリスク回避を目的として、為替予約取引を利用しております。この取引

により外貨建金銭債権債務の有するリスクを効果的に相殺する方針でありますが、為替変動の幅が予想以上に大きい

場合等には、為替差損が発生する可能性があります。 

 

２．保有土地について 

 当グループは、平成 18 年３月 31 日現在で帳簿価額 4,602 百万円の土地を保有しております。 

 減損会計の適用に伴い、地価の動向および収益状況によっては、当グループの財政状態および経営成績に影響を与

える可能性があります。 

 

３．「特定商取引に関する法律」等について 

 当グループの主力商品「駅前留学サービス」は「特定商取引に関する法律」等の適用を受けており、クーリングオ

フの対象にもなっております。今後、これらの法令等の改正または新たな法令等が制定された場合等は、業界全体の

信用の向上につながると認識しておりますが、当グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

４.顧客情報の管理について 

 当グループでは、顧客情報管理に関する社員の意識を高めるとともに、社内管理体制を整備し、厳格な内部監査の

実施を図っておりますが、万が一、不測の事態により顧客情報が外部に漏洩した場合には、当グループへの信用を失

うこととなり、当グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

５．関連当事者について 

 当社は、「お茶の間留学サービス（マルチメディア・ランゲージサービス）」の提供に必要なマルチメディア商品の

仕入等の取引を関連当事者である株式会社ギンガネットと行っております。 

 「お茶の間留学サービス」は、ブロードバンド・ネットワークを用いた、世界初の極めて大規模な、“総”方向かつ

リアルタイムの有人対面型 24 時間遠隔サービスです。この「お茶の間留学サービス」を提供するためには、同社の技

術が必要不可欠となっており、同社から一定水準以上の技術の提供が受けられない場合、当グループの経営成績に影

響を与える可能性があります。 

 

６．広告宣伝費について 

 当社では、顧客動員力の向上、当社サービスの認知度の向上および販売促進等の手段として、広告宣伝活動を重要

視しており、今日の当社ブランドおよび業績の確立におきましても、大きな役割を果たしております。 

 広告宣伝活動については、来店者数等の指標をもとに、より高い費用対効果を得られるよう弾力的に行うようにし

ておりますが、期待どおりの効果が得られなかった場合、当グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

７．代表者への依存について 

 当社の代表取締役社長である猿橋望は、当グループの創業者であり、経営方針や事業戦略の決定をはじめ、“総”方

向サービス事業本部長を兼務する等、事業運営上、重要な役割を果たしております。 

 今後、猿橋が何らかの理由により、当グループの事業を運営出来なくなった場合には、当グループの経営成績に影

響を与える可能性があります。 
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４．連結財務諸表等 
 

①【連結貸借対照表】 

  前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金 ※２  14,716,202  13,869,016   

２．受取手形及び営業未収
入金   6,740,459  6,565,761   

３．有価証券   6,807  40,978   

４．たな卸資産   3,216,609  3,802,566   

５．繰延税金資産   573,362  1,133,871   

６．その他   3,382,401  2,741,660   

７．貸倒引当金   △240,691  △216,148   

流動資産合計   28,395,152 42.4  27,937,707 40.6 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※２ 13,741,949   15,480,267   

減価償却累計額  4,589,126 9,152,822  5,586,419 9,893,848  

(2）機械装置及び運搬具  9,428   14,247   

減価償却累計額  8,956 471  10,173 4,073  

(3）工具器具備品  7,200,175   5,944,434   

減価償却累計額  4,267,963 2,932,212  4,153,999 1,790,434  

(4）土地 ※２  4,602,760   4,602,760  

(5）建設仮勘定   48,348   139,104  

有形固定資産合計   16,736,615 25.0  16,430,222 23.9 

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   694,842   849,855  

(2）電話加入権   153,204   153,204  

(3）その他   43,696   60,714  

無形固定資産合計   891,744 1.3  1,063,774 1.5 
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  前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

３．投資その他の資産        

(1)投資有価証券 ※１  1,720,876   3,155,830  

(2)長期貸付金   37,914   29,381  

(3)長期営業未収入金   1,411,036   2,301,198  

(4)敷金及び差入保証金 ※２  16,198,792   16,405,109  

(5)繰延税金資産   144,160   67,357  

(6)その他 ※１ 
※２  1,505,787   1,445,022  

(7)貸倒引当金   △93,568   △56,646  

投資その他の資産合計   20,924,999 31.3  23,347,254 33.9 

固定資産合計   38,553,358 57.6  40,841,250 59.3 

Ⅲ 繰延資産        

１．社債発行費   －   58,666  

繰延資産合計   － －  58,666 0.1 

資産合計   66,948,510 100.0  68,837,624 100.0 
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  前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   3,257,889   1,866,735  

２．短期借入金   4,533,400   7,273,130  

３．１年以内償還予定社債   －   1,000,000  

４．未払法人税等   709,434   363,176  

５．繰延駅前留学サービス
収入   19,119,816   18,444,885  

６．賞与引当金   624,834   536,662  

７．売上返戻引当金   －   1,183,965  

８．その他   6,980,907   7,137,713  

流動負債合計   35,226,281 52.6  37,806,269 54.9 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   －   3,500,000  

２．長期借入金   4,141,700   3,728,820  

３．長期未払金   3,742,814   4,043,566  

４．長期繰延駅前留学サー
ビス収入   14,279,877   13,184,914  

５．繰延税金負債   －   318,268  

６．退職給付引当金   408,693   444,887  

７．その他   142,213   －  

固定負債合計   22,715,298 33.9  25,220,457 36.7 

負債合計   57,941,580 86.5  63,026,727 91.6 
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  前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

（少数株主持分）        

少数株主持分   － －  － － 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※３  5,000,000 7.5  5,000,000 7.3 

Ⅱ 資本剰余金   2,039,012 3.1  2,039,012 3.0 

Ⅲ 利益剰余金   2,021,202 3.0  △1,414,772 △2.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金   207,649 0.3  505,380 0.7 

Ⅴ 自己株式 ※４  △260,934 △0.4  △318,722 △0.5 

資本合計   9,006,930 13.5  5,810,897 8.4 

負債、少数株主持分及び
資本合計   66,948,510 100.0  68,837,624 100.0 
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   75,274,581 100.0  69,812,116 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  42,934,357 57.0  40,303,709 57.7 

売上総利益   32,340,223 43.0  29,508,406 42.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１       

１．給料手当  7,446,689   7,305,228   

２．賞与引当金繰入額  524,862   451,810   

３．退職給付費用  104,749   96,095   

４．広告宣伝費  11,018,570   11,098,750   

５．減価償却費  1,112,167   1,132,018   

６．賃借料  3,957,041   4,568,359   

７．貸倒引当金繰入額  20,824   －   

８．その他  7,714,113 31,899,018 42.4 7,051,926 31,704,189 45.4 

営業利益又は損失(△)   441,204 0.6  △2,195,783 △3.1 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  264,015   415,342   

２．受取配当金  56,324   70,366   

３．投資有価証券売却益  37,579   5,932   

４．受取手数料  145,226   100,301   

５．為替差益  157,417   115,281   

６．先物為替予約評価益  －   140,686   

７．その他  107,939 768,501 1.0 127,951 975,862 1.4 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  68,592   148,649   

２．社債発行費償却  －   29,333   

３．投資有価証券売却損  53,405   －   

４．先物為替予約評価損  99,330   －   

５．その他  64,506 285,834 0.4 72,835 250,819 0.4 

経常利益又は損失(△)   923,871 1.2  △1,470,740 △2.1 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 

Ⅵ 特別利益        

１．関係会社株式売却益  122,690   －   

２．貸倒引当金戻入額  7,455 130,145 0.2 31,263 31,263 0.1 

Ⅶ 特別損失        

１．過年度退職給付費用  25,707   －   

２．過年度売上返戻引当金
繰入額  －   1,251,003   

３．固定資産除却損  181,369   94,019   

４．固定資産売却損  40,452   26,239   

５．その他  － 247,530 0.3 280,118 1,651,380 2.4 

税金等調整前当期純利
益又は純損失(△)   806,487 1.1  △3,090,857 △4.4 

法人税、住民税及び事
業税  716,235   352,687   

法人税等調整額  △113,691 602,543 0.8 △373,364 △20,676 △0.0 

少数株主損益   － －  － － 

当期純利益又は純損失
(△)   203,943 0.3  △3,070,180 △4.4 
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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４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,039,012  2,039,012 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   2,039,012  2,039,012 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   2,073,509  2,021,202 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  203,943 203,943 － － 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  224,580  333,995  

２．役員賞与  31,670  31,800  

３．当期純損失  － 256,250 3,070,180 3,435,975 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   2,021,202  △1,414,772 

      
 



－ 18 － 
 

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４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

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
益又は純損失(△)  806,487 △3,090,857 

減価償却費  2,648,286 2,578,311 

有形固定資産除却損  181,369 94,019 

関係会社株式売却益  △122,690 － 

為替差損（△差益）  △132,510 △123,475 

先物為替予約評価損
（△評価益）  99,330 △140,686 

引当金の増加額（△減
少額）  45,069 1,070,523 

受取利息及び受取配当
金  △320,339 △485,708 

支払利息  68,592 148,649 

売上債権の減少額(△増
加額)  △215,793 △715,465 

たな卸資産の減少額
（△増加額）  △1,123,947 △585,957 

仕入債務の増加額(△減
少額)  635,500 △1,391,154 

繰延駅前留学サービス
収入の増加額（△減少
額） 

 △1,940,393 △1,769,893 

未払消費税等の増加額
（△減少額）  △136,250 △167,292 

役員賞与の支払額  △31,670 △31,800 

その他  △738,739 841,446 

小計  △277,698 △3,769,339 

利息及び配当金の受取
額  320,344 485,691 

利息の支払額  △56,444 △169,183 

法人税等の支払額  △1,019,738 △696,995 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  △1,033,537 △4,149,827 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー    

有形固定資産の取得に
よる支出  △2,507,579 △2,426,260 

有形固定資産の売却に
よる収入  242,877 1,195,100 

投資有価証券の取得に
よる支出  △343,994 △1,903,710 

投資有価証券の売却及
び償還による収入  543,809 974,297 

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の売却によ
る収入 

 32,170 － 

貸付けによる支出  △618,556 △700,000 

貸付金の回収による収
入  1,418,647 614,883 

敷金及び差入保証金の
支払による支出  △1,767,521 △787,465 

敷金及び差入保証金の
解約による収入  390,123 208,637 

無形固定資産の取得に
よる支出  △315,523 △317,505 

その他  △81,368 8,358 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー  △3,006,916 △3,133,662 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー    

短期借入れによる収入  4,243,200 4,200,000 

短期借入金の返済によ
る支出  △4,430,000 △3,020,000 

長期借入れによる収入  4,656,800 6,200,000 

長期借入金の返済によ
る支出  △1,596,200 △5,053,150 

社債の発行による収入  － 4,912,000 

社債の償還による支出  － △500,000 

自己株式に関する収支  △236,656 △57,788 

配当金の支払額  △224,580 △333,995 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  2,412,563 6,347,066 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額  132,510 123,475 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額(△減少額)  △1,495,378 △812,947 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高  16,682,285 15,186,906 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高  15,186,906 14,373,958 
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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４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社数      ７社 連結子会社数      ７社 

 主要な連結子会社 

㈱エヌアイエス 

㈱パシフィックリース 

ＮＯＶＡ・スペース・デザイン㈱ 

 なお、㈱ＧＬＯＶＡについては、当

社が保有する株式を売却したことによ

り、同社の子会社である㈱海外放送セ

ンターとともに、連結の範囲から除外

しております。 

主要な連結子会社 

㈱エヌアイエス 

㈱パシフィックリース 

ＮＯＶＡ・スペース・デザイン㈱ 

 非連結子会社名 非連結子会社名 

  新星國際股份有限公司 同左 

 非連結子会社について連結の範囲から除

いた理由 

非連結子会社について連結の範囲から除

いた理由 

  上記非連結子会社については、小規

模であり、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）および利益剰余

金（持分に見合う額）等がいずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、連結の範囲に含めておりま

せん。 

同左 

持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用非連結子会社数 －社 ２．持分法の適用に関する事

項 持分法適用関連会社数   －社 持分法適用関連会社数   －社 

 持分法を適用しない非連結子会社 持分法を適用しない非連結子会社 

  新星國際股份有限公司 同左 

 持分法を適用しない関連会社 持分法を適用しない関連会社 

  銀宇（福建）網絡科技有限公司 同左 

 持分法を適用しない理由 持分法を適用しない理由 

  上記非連結子会社および関連会社に

ついては、いずれも当期純損益（持分

に見合う額）および利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法を適用し

ておりません。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

事業年度の末日が連結決算日と異なる連

結子会社 

事業年度の末日が連結決算日と異なる連

結子会社 

 決算日が12月末日の連結子会社 同左 

  インタービジョン㈱ 

 ㈱ＮＯＶＡ留学センター 

 

 決算日が２月末日の連結子会社  

  ㈱エヌアイエス 

 ㈱ＮＯＶＡ情報システム 

 ㈱パシフィックリース 

 

  連結財務諸表の作成にあたっては、上

記決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。 

 ただし、上記各連結子会社の決算日か

ら連結決算日までの間に生じた重要な取

引については、連結決算上必要な調整を

行っております。 

 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

(イ)有価証券 (イ)有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 ① その他有価証券 ① 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） 

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 同左 

 (ロ)デリバティブ取引等 (ロ)デリバティブ取引等 

 ① デリバティブ ① デリバティブ 

  時価法 同左 

 (ハ)たな卸資産 (ハ)たな卸資産 

 ① 商品 ① 商品 

  先入先出法による原価法 同左 

 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 

  最終仕入原価法 同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(イ)有形固定資産 (イ)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 同左 

  なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

 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、定額法を適用し、取得価額が

10万円以上20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却する方法を採用

しております。 

 

 (ロ)無形固定資産及び長期前払費用 (ロ)無形固定資産及び長期前払費用 

  定額法  定額法 

  耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっており

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。 

 ただし、コンテンツについては、利

用可能期間（24ヶ月）にわたり、当社

所定の償却率により償却しておりま

す。 

 耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっており

ます。 

 ただし、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）に基づいており、コンテンツ

については、利用可能期間（24ヶ月）

にわたり、当社所定の償却率により償

却しております。 

 (ハ)投資その他の資産（信託資産） (ハ)投資その他の資産（信託資産） 

  主として定率法 同左 

  なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

 

――――― (イ)社債発行費 (3）繰延資産の処理方法 

  商法の規定に基づき３年間で均等償

却しております。 

(イ)貸倒引当金 (イ)貸倒引当金 (4）重要な引当金の計上基

準  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については合理的に見積

もった貸倒率により、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。 

同左 

 (ロ)賞与引当金 (ロ)賞与引当金 

  従業員の賞与の支給等に充てるた

め、支給見込額のうち当連結会計年度

の負担に属する額を計上しておりま

す。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ――――― (ハ)売上返戻引当金 

   当社は、将来の受講生への返金に備

えるため、返金見込額に基づき計上し

ております。 

 (ハ)退職給付引当金 (ニ)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、会計基準変更時差異

（132,708千円）については、５年間

の均等償却を行っており、特別損失の

「過年度退職給付費用」として計上し

ております。 

 過去勤務債務については、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（３年）による定額法によ

り按分した額を費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（３年）に

よる定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

 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。 

 過去勤務債務については、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（３年）による定額法によ

り按分した額を費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（３年）に

よる定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

(5）収益の計上基準  売上高のうち、主な収入である駅前留

学サービス収入は、主として「入学金」

ならびに「受講料（うち45％が「ＮＯＶ

Ａシステム登録料」であり、残りの55％

が「ＮＯＶＡシステム利用料」でありま

す。）」から構成されていますが、その

うち「入学金」および「ＮＯＶＡシステ

ム登録料」については、契約時に収益と

して計上し、「ＮＯＶＡシステム利用

料」については、契約期間に対応した期

間にて均等計上しております。 

同左 

(6）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４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(イ)ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法 (7）重要なヘッジ会計の方

法  金利スワップの特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、特例処

理によっております。 

同左 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ①ヘッジ手段 ①ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 同左 

 ②ヘッジ対象 ②ヘッジ対象 

 変動金利の借入金 同左 

 (ハ)ヘッジ方針 (ハ)ヘッジ方針 

  社内規定に基づき、財務活動に係る

金利変動リスクをヘッジする目的で金

利スワップ取引を行っております。 

同左 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

  特例処理によっている金利スワップ

取引については、有効性の評価を省略

しております。 

同左 

(イ)消費税等の会計処理 (イ)消費税等の会計処理 (8）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  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．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、５年

間で均等償却しております。 

 ただし、連結調整勘定の金額が僅少で

ある場合には、発生時の損益として処理

しております。 

同左 

７．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 

８．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お

よ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ヶ月以内に満期日の到来

する短期投資からなっております。 

同左 
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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の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度から、固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））および「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。 

 なお、これによる損益への影響はありません。 

 （売上返戻引当金） 

  当社は、従来、返金については、返金時に処理す

る方法によっておりましたが、当連結会計年度から

将来の返金見込額に基づき引当計上する方法に変更

いたしました。 

 この変更は、返金額の金額的重要性が増加してき

たこと、また、返金率算定のためのデータ管理体制

が整い、返金見込額を合理的に見積もることが可能

になったことから、返金見込額に基づき引当金を計

上することにより、期間損益の適正化を図るための

ものであります。 

 この変更により、従来と同一の方法を採用した場

合に比べ、売上高および売上総利益が67,037千円増

加し、営業損失および経常損失がそれぞれ同額減少

し、税金等調整前当期純損失が1,183,965千円増加し

ております。 

 （退職給付引当金） 

  当連結会計年度から「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年

３月16日）および「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第７号 平成17年３月16日）を適用しておりま

す。 

 なお、これによる損益への影響はありません。 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（連結貸借対照表） ――――― 

１．前連結会計年度において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投資事業有限責任

組合に対する投資（当連結会計年度15,860千円）に

ついては、証券取引法（昭和23年４月13日法律第25

号）の改正により、当連結会計年度から「投資有価

証券」に含めて表示しております。 

 

２．前連結会計年度において固定負債の「その他」に含

めて表示しておりました「長期未払金」（前連結会

計年度2,334,759千円）については、金額の重要性

が増加したため、当連結会計年度より区分掲記する

ことといたしました。 

 

（連結損益計算書）  

１．前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「投資有価証券売却損」

（前連結会計年度190千円）については、金額の重

要性が増加したため、当連結会計年度より区分掲記

することといたしました。 

 

 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示方法） 

 「地方税法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

度より「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）に基づき、法人事業税の付加価値割および資

本割については、販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

 この結果、販売費及び一般管理費が200,000千円増

加し、営業利益、経常利益および税金等調整前当期

純利益がそれぞれ同額減少しております。 

――――― 
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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３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは以下の

とおりであります。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは以下の

とおりであります。 
  

投資有価証券 32,669千円 

その他（出資金） 108,591千円 
  

  
投資有価証券 32,669千円 

その他（出資金） 108,591千円 
  

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 
  

建物及び構築物 34,729千円 

土地 2,641,513 

その他（投資その他の資産） 168,124 

計 2,844,368千円 
  

  
建物及び構築物 2,697千円 

土地 2,129,055 

計 2,131,753千円 
  

  
上記に対応する債務  

短期借入金 266,400千円 

長期借入金 467,000 

計 733,400千円 
  

  
上記に対応する債務  

短期借入金 266,400千円 

長期借入金 200,600 

計 467,000千円 
  

 なお、短期借入金はすべて１年以内返済予定長期

借入金であります。 

 また、上記のほか、取引保証金の代用として敷金

及び差入保証金813,700千円を担保に供しておりま

す。 

 なお、短期借入金はすべて１年以内返済予定長期

借入金であります。 

 また、上記のほか、取引保証金の代用として敷金

及び差入保証金813,700千円、信用状の開設に伴い

定期預金50,000千円をそれぞれ担保に供しておりま

す。 

※３ 当社の発行済株式総数 ※３ 当社の発行済株式総数 
  

普通株式 33,751,800株 
  

  
普通株式 67,503,600株 

  
 平成16年９月１日付で株式１株につき1.5株の

割合で株式を分割しております。 

 平成17年９月１日付で株式１株につき２株の

割合で株式を分割しております。 

※４ 当社が保有する自己株式数 ※４ 当社が保有する自己株式数 
  

普通株式 352,300株 
  

  
普通株式 894,100株 
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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４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 売上原価および一般管理費に含まれている研究開

発費の総額は1,193,105千円であります。 

※１ 売上原価および一般管理費に含まれている研究開

発費の総額は1,316,730千円であります。 

 

（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４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 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 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 
  
現金及び預金 14,716,202千円 

預入期間３ヶ月超の定期預金 △50,667 

有価証券  

マネー・マネージメント・ファ
ンド 6,807 

その他（流動資産）  

金銭信託 514,563 

現金及び現金同等物 15,186,906千円 
  

  
現金及び預金 13,869,016千円 

預入期間３ヶ月超の定期預金 △50,676 

有価証券  

マネー・マネージメント・ファ
ンド 40,978 

その他（流動資産）  

金銭信託 514,639 

現金及び現金同等物 14,373,958千円 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） （借主側） 

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 
  

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

建物及び構築
物 2,497,855 1,433,633 1,064,221 

工具器具備品 3,912,062 2,157,659 1,754,402 

計 6,409,917 3,591,293 2,818,624 
  

  

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

建物及び構築
物 2,449,958 1,581,337 868,620 

工具器具備品 4,939,100 2,428,482 2,510,618 

計 7,389,059 4,009,820 3,379,238 
  

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 1,054,153千円 

１年超 1,855,368 

計 2,909,522 
  

  
１年内 1,194,638千円 

１年超 2,278,680 

計 3,473,319 
  

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 1,406,436千円 

減価償却費相当額 1,204,568 

支払利息相当額 137,412 
  

  
支払リース料 1,473,322千円 

減価償却費相当額 1,245,971 

支払利息相当額 143,591 
  

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との

差額を利息相当額とし、利息法により各期に配分

しております。 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸主側） （貸主側） 

１．リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

１．リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 
  

 取得価額 
（千円） 

減価償却累
計額 
（千円） 

期末残高 
（千円） 

工具器具備品 77,252 50,883 26,369 

計 77,252 50,883 26,369 
  

  

 取得価額 
（千円） 

減価償却累
計額 
（千円） 

期末残高 
（千円） 

工具器具備品 94,386 65,322 29,063 

計 94,386 65,322 29,063 
  

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 10,446千円 

１年超 16,964 

計 27,410 
  

  
１年内 8,449千円 

１年超 20,177 

計 28,626 
  

３．受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 ３．受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 
  

受取リース料 16,183千円 

減価償却費 14,213 

受取利息相当額 1,400 
  

  
受取リース料 16,847千円 

減価償却費 14,399 

受取利息相当額 1,288 
  

４．利息相当額の算定方法 ４．利息相当額の算定方法 

リース料総額と見積残存価額の合計額からリース

物件の購入価額を控除した額を利息相当額とし、

利息法により各期に配分しております。 

同左 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 

１．売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 連結貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円） 

(1）株式 78,874 133,705 54,831 

(2）債券 197,964 290,720 92,755 

(3）その他 817,225 1,045,698 228,473 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

小計 1,094,063 1,470,123 376,059 

(1）株式 55,500 37,500 △18,000 

(2）債券 － － － 

(3）その他 154,500 149,272 △5,227 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

小計 210,000 186,772 △23,227 

合計 1,304,063 1,656,896 352,832 

 （注）１．減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が、取得原価に比べて50％以上下落したものにつ

いては一律に、時価の下落率が30％以上50％未満のものについては時価の回復可能性がないと判断した

ものについて、減損処理の対象としております。 

２．取得原価については、減損処理後の帳簿価額を記載しております。 

 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

1,012,458 37,579 53,405 

 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド 6,807 

金銭信託 514,563 

非上場株式 15,450 

投資事業有限責任組合 15,860 

(2)子会社株式及び関連会社株式  

子会社株式 32,669 
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６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

種類 １年以内（千円） １年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 10年超（千円） 

(1)債券 － 197,964 － － 

(2)その他 － － － － 

合計 － 197,964 － － 

 

当連結会計年度（平成18年３月31日） 

１．売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 連結貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円） 

(1)株式 134,374 272,873 138,499 

(2)債券 197,964 385,051 187,086 

(3)その他 1,195,744 1,790,804 595,059 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

小計 1,528,083 2,448,729 920,645 

(1)株式 － － － 

(2)債券 300,000 284,580 △15,420 

(3)その他 411,325 364,346 △46,978 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

小計 711,325 648,926 △62,398 

合計 2,239,408 3,097,656 858,247 

 （注）１．減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が、取得原価に比べて50％以上下落したものにつ

いては一律に、時価の下落率が30％以上50％未満のものについては時価の回復可能性がないと判断した

ものについて、減損処理の対象としております。 

２．取得原価については、減損処理後の帳簿価額を記載しております。 

 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

968,365 5,932 － 
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５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド 40,978 

金銭信託 514,639 

非上場株式 15,450 

投資事業有限責任組合 10,055 

(2)子会社株式及び関連会社株式  

子会社株式 32,669 

 

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

種類 １年以内（千円） １年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 10年超（千円） 

(1)債券 197,964 － － 300,000 

(2)その他 － － 156,825 － 

合計 197,964 － 156,825 300,000 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1)取引の内容 (1)取引の内容 

 当社は、通貨関連では延長条項付為替予約取引、金

利関連では金利スワップ取引を利用しております。 

同左 

(2)取引に対する取組方針 (2)取引に対する取組方針 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、経営を安

定させるためのリスク回避を目的としており、投機的

な取引は行わない方針であります。 

同左 

(3)取引の利用目的 (3)取引の利用目的 

 ①延長条項付為替予約取引  ①延長条項付為替予約取引 

 当社の海外留学サービス事業に起因する外貨支

払について、将来の為替相場の変動によるリスク

をヘッジする目的で使用しております。 

同左 

 ②金利スワップ取引  ②金利スワップ取引 

 当社の変動金利の借入金について、将来の金利

の上昇によるリスクをヘッジする目的で利用して

おります。 

同左 

(4)取引に係るリスクの内容 (4)取引に係るリスクの内容 

 通貨関連における延長条項付為替予約取引について

は、為替相場の変動によるリスクを有しております。 

 金利関連における金利スワップ取引については、市

場金利の変動によるリスクを有しております。 

 なお、取引先については、信用度の高い大手金融機

関を選定しており、契約不履行による信用リスクは、

ほとんどないものと判断しております。 

同左 

(5)取引に係るリスク管理体制 (5)取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行及び管理については、取引

権限・リスク管理の主管・報告体制等を定めた社内規

定に従って行っております。 

同左 

(6)取引の時価等に関する事項についての補足説明 (6)取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額

であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの

大きさを示すものではありません。 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

(1)通貨関連 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

区分 種類 
契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

延長条項付為替予
約取引         

 米ドル買円売 495,550 － △142,063 △142,063 － － － － 

為替予約取引         

 買建         

市場取
引以外
の取引 

  豪ドル － － － － 50,000 － 48,623 △1,376 

合計 495,550 － △142,063 △142,063 50,000 － 48,623 △1,376 

 （注）１．時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格によっております。 

２．延長条項の内容  平成18年２月24日から平成26年２月26日までの毎月１回（計96回）、取引の相手方

は為替予約取引（500千米ドル買）の延長または終了を決定する権利を有しており

ます。なお、当該取引については、平成18年２月28日の取引をもって終了いたしま

した。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社の退職給付制度は、従業員が退職する場合、社内規約に基づいて算定された退職金

を支払うこととなっております。この退職金の支払に充てるため、必要資金を内部留保しております。 

 なお、当社においては、平成２年10月より内部留保の他に退職金制度の一部について適格退職年金制度

を採用しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
（千円） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

（千円）

 ① 退職給付債務 △514,124 △530,162 

 ② 年金資産 95,176 130,655 

 ③ 未積立退職給付債務（①＋②） △418,947 △399,507 

 ④ 未認識数理計算上の差異 10,253 △45,380 

 ⑤ 未認識過去勤務債務 － － 

 ⑥ 連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤） △408,693 △444,887 

 ⑦ 退職給付引当金（⑥） △408,693 △444,887 

 （注） 子会社においては、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

  

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（千円） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（千円）

 ① 勤務費用 106,485 105,170 

 ② 利息費用 10,355 11,042 

 ③ 期待運用収益 △790 △989 

 ④ 過去勤務債務の費用処理額 41 － 

 ⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 15,047 7,850 

 ⑥ 会計基準変更時差異の費用処理額 25,707 － 

 ⑦ 退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） 156,847 123,073 
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

① 割引率（％） 2.30 2.30 

② 期待運用収益率（％） 1.04 1.04 

③ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

④ 過去勤務債務の処理年数（年） ３ ３ 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数（年） ３ ３ 

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数（年） ５ － 
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（税効果会計関係） 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 
  
繰延税金資産 千円 

未払事業税等 101,161 

商品評価損 60,498 

貸倒引当金繰入限度超過額 196,484 

賞与引当金繰入限度超過額 254,861 

退職給付引当金繰入限度超過額 159,716 

未実現利益消去 143,553 

その他 26,540 

繰延税金資産合計 942,816 

繰延税金負債  

貸倒引当金調整 △80,277 

その他有価証券評価差額金 △145,015 

繰延税金負債合計 △225,293 

繰延税金資産の純額 717,522 
  

  
繰延税金資産 千円 

未払事業税等 86,752 

商品評価損 90,781 

貸倒引当金繰入限度超過額 147,986 

賞与引当金繰入限度超過額 218,288 

売上返戻引当金繰入限度超過額 486,846 

退職給付引当金繰入限度超過額 178,104 

未実現利益消去 119,749 

その他 150,463 

繰延税金資産小計 1,478,972 

評価性引当額 △174,997 

繰延税金資産合計 1,303,975 

繰延税金負債  

貸倒引当金調整 △68,073 

その他有価証券評価差額金 △352,942 

繰延税金負債合計 △421,015 

繰延税金資産の純額 882,960 
  

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 
  

繰延税金資産（流動資産） 573,362 

繰延税金資産（固定資産） 144,160 
  
（注）繰延税金資産から控除した金額

税務上の繰越欠損金に係る繰延
税金資産 

157,325 

 

  
繰延税金資産（流動資産） 1,133,871 

繰延税金資産（固定資産） 67,357 

繰延税金負債（固定負債） △318,268 
  
（注）繰延税金資産から控除した金額

税務上の繰越欠損金に係る繰延
税金資産 

1,140,694 

 
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主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
  
 ％ 

法定実効税率 41.1 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない
項目 2.6 

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △0.5 

住民税均等割額 34.7 

留保金課税金額 0.3 

連結子会社欠損金 △0.7 

繰延税金資産を認識しない未実現利
益消去 0.4 

関係会社株式売却益 △6.3 

その他 3.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 74.7 
 

  
  

当連結会計年度については、税金等調整前当期純損益

が損失となったため、記載しておりません。 
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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４月１日 至平成17年３月31日）および当連結会計年度（自平成17年４月１

日 至平成18年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益または営業損失および全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る「異文化コミュニケーション関連事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）および当連結会計年度（自平成17年４月１

日 至平成18年３月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店はないため、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４月１日 至平成17年３月31日）および当連結会計年度（自平成17年４月１

日 至平成18年３月31日） 

 海外売上高はないため、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４月１日 至平成17年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(2)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 
(千円) 

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 

事業上 
の関係 

取引内容 取引金額 
(千円) 科目 期末残高 

（千円） 

マルチメディ
ア商品の仕入
等 

(注)５ 

1,592,168 未収入金 591,701 

多地点接続装
置の賃借 

（注）６ 
1,077,120 － － 

資金の貸付 
（注）７ 

400,000 
(200,000)

短期貸付
金 

－ 
(180,000)

利息の受取 
（注）７ 11,092 － － 

㈱ギンガ
ネット 
(注)１ 
(注)３ 
(注)４ 

大阪市
天王寺
区 

20,000 電気通信事業 なし 兼任 
１名 

通信機
器等の
購入 

業務委託手数
料の支払 

（注）８ 
10,870 － － 

主要株主
(個人)及
びその近
親者が議
決権の過
半数を所
有してい
る会社等
（当該会
社等の子
会社を含
む） 

㈱ジャパ
ンメディ
カルアシ
スタンス 
(注)２ 
(注)３ 

大阪市
中央区 10,000 

メディカ
ルアシス
タンス業 

なし なし 業務の
受託 

業務委託手数
料の受取 

(注)９ 
132,135 未収入金 73,758 

 （注）１．当社の主要株主である猿橋望が議決権の50％を直接所有し、当社の主要株主である猿橋望及びその近親

者が議決権の50％を間接所有しております。 

２．当社の主要株主である猿橋望及びその近親者が議決権の100％を間接所有しております。 

３．猿橋望は当社の役員でもあるため、「役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当

該会社等の子会社を含む）」にも該当しております。 

４．当社役員渡辺明は、㈱ギンガネットの代表取締役を兼務しており、上記取引は役員が第三者のためにす

る取引にも該当しております。 

５．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（商品仕入）㈱ギンガネットからの見積書に基づき、契約の都度交渉の上、決定しております。 

なお、マルチメディア商品の仕入値引（475,474千円）が含まれております。 

６．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（設備賃借）㈱ギンガネットからの見積書に基づき、他社事例などを参考に交渉の上、決定しておりま

す。 
７．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（資金貸付）市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

なお、取引金額および期末残高の( )内は、当社の子会社である㈱パシフィックリースからの貸付に係

るものを外数で記載しております。 
８．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（業務委託）一般顧客に対するコンテンツ配信サービスの料金について、その回収を委託しております。 

なお、手数料については、当該サービスの提供に係る当社および㈱ギンガネットの負担等を勘案し、交

渉の上、決定しております。 
９．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（業務受託）一般の取引条件を参考にし、契約の都度交渉の上、決定しております。 
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10．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

 

(3）子会社等 

 該当事項はありません。 

 

(4）兄弟会社等 

 当社の議決権の36％を所有する㈲ノヴァ企画（その他の関係会社）が議決権の100％を間接所有して

いる㈱ジャパンメディカルアシスタンスとの取引については、「（2）役員及び個人主要株主等」に記

載のとおりであります。 

 

 

 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(2)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 
(千円) 

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 

事業上 
の関係 

取引内容 取引金額 
(千円) 科目 期末残高 

（千円） 

マルチメディ
ア商品の仕入
等 

(注)５ 

1,756,583 買掛金 71,759 

多地点接続装
置の賃借 

（注）６ 
1,073,856 － － 

資金の貸付 
（注）７ 

－ 
(700,000)

短期貸付
金 

－ 
(275,000)

利息の受取 
（注）７ 

－ 
(7,750) － － 

㈱ギンガ
ネット 
(注)１ 
(注)３ 
(注)４ 

大阪市
天王寺
区 

20,000 電気通信事業 なし 
兼任 
１名 
(注)４ 

通信機
器等の
購入 

業務委託手数
料の支払 

（注）８ 
30,451 － － 

主要株主
(個人)及
びその近
親者が議
決権の過
半数を所
有してい
る会社等
（当該会
社等の子
会社を含
む） 

㈱ジャパ
ンメディ
カルアシ
スタンス 
(注)２ 
(注)３ 

大阪市
中央区 10,000 

メディカ
ルアシス
タンス業 

なし なし 業務の
受託 

業務委託手数
料の受取 

(注)９ 
89,649 未収入金 34,164 

 （注）１．当社の主要株主である猿橋望が議決権の50％を直接所有し、当社の主要株主である猿橋望及びその近親

者が議決権の50％を間接所有しております。 

２．当社の主要株主である猿橋望及びその近親者が議決権の100％を間接所有しております。 

３．猿橋望は当社の役員でもあるため、「役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当

該会社等の子会社を含む）」にも該当しております。 

４．当社役員渡辺明は、㈱ギンガネットの代表取締役を兼務しており、上記取引は役員が第三者のためにす

る取引にも該当しております。なお、同氏は平成17年９月19日付をもって同社役員を退任いたしました。 

５．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（商品仕入）㈱ギンガネットからの見積書に基づき、契約の都度交渉の上、決定しております。 

６．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（設備賃借）㈱ギンガネットからの見積書に基づき、他社事例などを参考に交渉の上、決定しておりま

す。 
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７．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（資金貸付）市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

なお、取引金額および期末残高の( )内は、当社の子会社である㈱パシフィックリースからの貸付に係

るものを外数で記載しております。 
８．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（業務委託）一般顧客に対するコンテンツ配信サービスの料金について、その回収を委託しております。 

なお、手数料については、当該サービスの提供に係る当社および㈱ギンガネットの負担等を勘案し、交

渉の上、決定しております。 
９．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（業務受託）一般の取引条件を参考にし、契約の都度交渉の上、決定しております。 

10．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

 

(3）子会社等 

 該当事項はありません。 

 

(4）兄弟会社等 

 当社の議決権の36％を所有する㈲ノヴァ企画（その他の関係会社）が議決権の100％を間接所有して

いる㈱ジャパンメディカルアシスタンスとの取引については、「（2）役員及び個人主要株主等」に記

載のとおりであります。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 268円72銭 
  

  
１株当たり純資産額 87円24銭 
    

１株当たり当期純利益 5円13銭 
  

  
１株当たり当期純損失 46円07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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

同左 

 当社は、平成16年９月１日付で、１株につき1.5株の

割合で株式を分割しております。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報については、以下のとおりでありま

す。 

 当社は、平成17年９月１日付で、１株につき２株の

割合で株式を分割しております。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報については、以下のとおりでありま

す。 

（前連結会計年度） （前連結会計年度） 
 
１株当たり純資産額 274円31銭 
 
１株当たり当期純利益 12円38銭 
  

 
１株当たり純資産額 134円36銭 
 
１株当たり当期純利益 2円56銭 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 当社は、平成17年５月13日開催の取締役会において株式の分割による新株式の発行を行う旨の決議をしてお

ります。 

 当該株式分割の内容は、以下のとおりであります。 

１．分割の方法 

 平成17年９月１日付をもって、平成17年７月７日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録

された株主の所有株式数を１株につき２株の割合をもって分割する。 

２．分割により増加する株式数    普通株式 33,751,800株 

３．配当起算日           平成17年４月１日 

４．株式分割に際しては資本金の増加はありません。 

５．授権資本株式数 

商法第218条第２項の規定に基づき、平成17年９月１日付をもって、当社定款第５条を変更し、会社が

発行する株式の総数を90,000,000株増加して、180,000,000株とする。 

 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報および当期首に

行われたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 137円16銭 

１株当たり当期純利益 6円19銭 
  

 
１株当たり純資産額 134円36銭 

１株当たり当期純利益 2円56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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

同左 

 

 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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５．販売実績 
① 売上区分別販売実績 

 売上区分別販売実績は以下のとおりであります。 

売上区分 生徒(法人)数 
(注)７ 

前期比 
（％） 金額（千円） 前期比 

（％） 

  一般顧客向け収入  407,844人 98.2 51,920,655 92.3 

  児童・幼児向け収入  67,859人 113.7 7,237,319 122.7 

  法人顧客向け収入  225社 120.3 409,683 97.4 

 駅前留学サービス収入 (注)１ － － 59,567,657 95.2 

 海外留学サービス収入 (注)２ 2,951人 88.1 1,504,927 89.7 

  教材 (注)３ － － 2,100,493 107.0 

  マルチメディア商品 (注)４ － － 4,019,939 98.4 

  その他 (注)５ － － 232,623 58.8 

 商品売上  － － 6,353,056 98.6 

異文化コミュニケーション関連事業  － － 67,425,641 95.4 

その他の事業 (注)６ － － 2,386,474 52.0 

売上高  － － 69,812,116 92.7 

 （注）１．「駅前留学サービス」は、海外留学の要素を集約した異文化コミュニケーションと外国語習得を行うた

めの環境を提供するサービスであります。 

２．「海外留学サービス」は、異文化コミュニケーションと外国語習得を目的とした当社オリジナルの短期

海外語学研修プログラム等であります。 

３．「教材」は、主としてマルチランゲージ・サービスのレッスンにおいて使用されるテキストであります。 

４．「マルチメディア商品」は、マルチメディア・テレビ電話や携帯電話といった遠隔コミュニケーション

機器の販売等が含まれております。 

５．「その他」は、「商品売上」のうち、「教材」および「マルチメディア商品」以外のものであり、書籍

の販売等が含まれております。 

６．「その他の事業」には、インテリアの設計・施工の請負および什器備品の販売等が含まれております。 

７．各売上区分ごとの生徒（法人）数の内容は以下のとおりであります。 

一般顧客    ……当連結会計年度末の受講者数 

児童・幼児   ……当連結会計年度末の受講者数 

法人顧客    ……当連結会計年度末の在籍法人数 

海外留学サービス……当連結会計年度における渡航者数 

８．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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② 地域別販売実績 

 異文化コミュニケーション関連事業における地域別販売実績は以下のとおりであります。 

地域 金額（千円） 前期比（％） 

北海道・東北地区 2,996,964 95.1 

関東地区 32,418,041 95.9 

中部地区 8,665,479 95.3 

関西地区 14,161,238 94.0 

中国・四国地区 4,709,061 96.4 

九州地区 4,474,856 95.6 

合計 67,425,641 95.4 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


