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平成 18 年 3 月期 個別財務諸表の概要 
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 中間配当制度の有無            有 
配当支払開始予定日  － 定時株主総会開催日  平成 18 年 6 月 29 日 
単元株制度採用の有無  有（１単元 1,000 株） 
 
１．18 年 3 月期の業績（平成 17 年 4 月 1日～平成 18 年 3 月 31 日） 
（1）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  66,969 （△  4.5）  △ 1,954 （    －）  △ 1,588 （    －） 
17 年 3 月期  70,139 （   5.3）  590 （△ 65.3）  873 （△ 39.8） 

 

 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  △ 3,092（    －） △ 46. 41 ―――  △ 39.4  △ 2.6  △ 2.4 
17 年 3 月期      251（△ 45.8）    6. 61 ―――   2.6  1.5  1.2 

（注） 1.期中平均株式数 18 年 3 月期 66,641,917 株 17 年 3 月期 33,569,500 株 
 2.会計処理の方法の変更    有 
 3.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）配当状況 

1 株 当 た り 年 間 配 当 金  
 中  間 期  末 

配当金総額 
（ 年 間 ） 

配当性向 株主資本 
配 当 率 

 
18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

 円  銭 
0. 00 
10. 00 

 円  銭 
0. 00 
0. 00 

 円  銭 
0. 00 
10. 00 

百万円 
－ 
333 

 ％ 
－ 

151.3 

 ％ 
 － 
 3.5 

 
（3）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  61,684  6,247  10.1  93. 80 
17 年 3 月期  58,393  9,464  16.2  282. 47 

（注） 1.期末発行済株式数 18 年 3 月期 66,609,500 株 17 年 3 月期 33,399,500 株 
 2.期末自己株式数 18 年 3 月期 894,100 株 17 年 3 月期 352,300 株 
 
２．19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4 月 1日～平成 19 年 3 月 31 日） 

1 株 当 た り 年 間 配 当 金  売  上  高 経 常 利 益 当期純利益 
中  間 期  末  

 
中  間  期      
通 期      

 百万円 
 30,100 
 67,000 

 百万円 
 △ 1,540 
 1,000 

 百万円 
 △ 1,900 
 300 

円  銭 
0. 00 
―― 

円  銭 
―― 
0. 00 

円  銭 
―― 
0. 00 

（参考） 1 株当たり予想当期純利益（通期） ４円 50 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、決算短信（連結）の添付資料４～10 ページ等を参照してください。 
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６．個別財務諸表等 
 
①【貸借対照表】 

  前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 ※１  9,993,630   11,603,033  

２．営業未収入金   4,270,934   3,948,876  

３．有価証券   6,807   40,978  

４．商品   3,094,074   3,710,505  

５．貯蔵品   36,473   26,396  

６．前渡金   72,225   48,975  

７．前払費用   1,184,500   1,202,961  

８．未収入金   1,017,543   321,485  

９．繰延税金資産   438,511   1,045,465  

10．その他   793,614   799,366  

11．貸倒引当金   △131,288   △129,962  

流動資産合計   20,777,027 35.6  22,618,082 36.7 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１ 13,423,250   15,270,488   

減価償却累計額  4,298,908 9,124,341  5,327,590 9,942,898  

(2）構築物  1,371,878   1,364,436   

減価償却累計額  714,981 656,896  769,810 594,626  

(3）車両運搬具  9,428   9,428   

減価償却累計額  8,956 471  8,956 471  

(4）工具器具備品  7,219,930   5,979,656   

減価償却累計額  4,277,610 2,942,320  4,216,396 1,763,260  

(5）土地 ※１  4,336,854   4,336,854  

(6）建設仮勘定   50,237   140,717  

有形固定資産合計   17,111,123 29.3  16,778,827 27.2 
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  前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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
（％） 

２．無形固定資産        

(1)ソフトウェア   753,296   920,238  

(2)電話加入権   146,740   146,740  

(3)商標権   24,897   35,273  

(4)意匠権   15,503   18,012  

(5)その他   3,295   7,427  

無形固定資産合計   943,732 1.6  1,127,693 1.8 

３．投資その他の資産        

(1)投資有価証券   1,688,207   3,123,161  

(2)関係会社株式   139,669   139,669  

(3)出資金   352   491  

(4)関係会社出資金   108,591   108,591  

(5)長期貸付金   500   500  

(6)従業員長期貸付金   19,424   18,717  

(7)長期前払費用   377,893   328,532  

(8)敷金及び差入保証金 ※１  16,221,520   16,420,852  

(9)保険積立金   415,704   406,844  

(10)信託資産 ※１  566,483   563,125  

(11)繰延税金資産   65,725   －  

(12)その他   36,282   36,282  

(13)貸倒引当金   △78,258   △45,761  

投資その他の資産合計   19,562,096 33.5  21,101,006 34.2 

固定資産合計   37,616,952 64.4  39,007,526 63.2 

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   58,393,979 100.0  61,684,276 100.0 
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  前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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．買掛金   101,831   294,045  

２．短期借入金   240,000   1,420,000  

３．１年以内償還予定社債   －   1,000,000  

４．１年以内返済予定長期
借入金   1,150,200   1,831,930  

５．未払金 ※２  3,427,431   3,274,671  

６．未払費用   2,069,945   1,934,423  

７．未払法人税等   639,621   331,476  

８．未払消費税等   288,022   136,796  

９．前受金   1,043,968   1,031,310  

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

11．預り金   273,556   257,295  

12．賞与引当金   597,094   510,489  

13．売上返戻引当金   －   1,183,965  

14．その他   4,700   31,944  

流動負債合計   28,956,187 49.6  31,683,234 51.4 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   －   3,500,000  

２．長期借入金   1,401,400   2,278,320  

３．長期未払金   3,775,125   4,063,129  

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   374,674   408,700  

７．その他   142,213   －  

固定負債合計   19,973,290 34.2  23,753,333 38.5 

負債合計   48,929,477 83.8  55,436,568 89.9 
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  前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※３  5,000,000 8.6  5,000,000 8.1 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  1,250,000   1,250,000   

２．資本金及び資本準備金
減少差益  789,012   789,012   

資本剰余金合計   2,039,012 3.5  2,039,012 3.3 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  88,393   88,393   

２．当期未処分利益又は未
処理損失（△）  2,390,381   △1,066,355   

利益剰余金合計   2,478,775 4.2  △977,961 △1.6 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金   207,649 0.4  505,380 0.8 

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

資本合計   9,464,502 16.2  6,247,708 10.1 

負債及び資本合計   58,393,979 100.0  61,684,276 100.0 
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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        

１．駅前留学サービス収入 ※１ 62,660,682   59,696,742   

２．海外留学サービス収入  994,508   879,105   

３．商品売上  6,484,432 70,139,622 100.0 6,393,749 66,969,597 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．駅前留学サービス収入
原価 ※２ 33,615,487   32,775,915   

２．海外留学サービス収入
原価  731,122   680,317   

３．商品売上原価        

(1）期首商品棚卸高  2,010,352   3,094,074   

(2）当期商品仕入高  5,082,805   4,957,397   

計  7,093,157   8,051,471   

(3）期末商品棚卸高  3,094,074   3,710,505   

差引：商品売上原価  3,999,083 38,345,694 54.7 4,340,965 37,797,198 56.4 

売上総利益   31,793,928 45.3  29,172,399 43.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２       

１．役員報酬  186,132   186,052   

２．給料手当  6,996,649   6,866,570   

３．賞与  793,457   639,182   

４．賞与引当金繰入額  466,557   394,138   

５．退職給付費用  87,225   86,420   

６．法定福利費  1,194,940   1,084,910   

７．福利厚生費  70,217   43,100   

８．採用費  476,388   473,360   

９．広告宣伝費  10,868,803   11,067,831   

10．減価償却費  1,181,396   1,196,849   

11．賃借料  3,784,789   4,395,015   

12．リース料  559,037   567,861   

13．消耗品費  422,035   327,849   

14．旅費交通費  120,376   101,685   

15．通信費  1,135,238   945,485   
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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
（％） 

16．租税公課  426,169   451,124   

17．支払手数料  1,316,072   1,190,873   

18．その他  1,117,836 31,203,323 44.5 1,108,627 31,126,940 46.5 

営業利益又は損失
（△）   590,605 0.8  △1,954,541 △2.9 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  36,910   2,419   

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  161,986   118,301   

５．為替差益  159,521   123,785   

６．先物為替予約評価益  －   140,686   

７．その他  81,272 533,595 0.8 84,479 545,971 0.8 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  36,883   62,716   

２．社債利息  －   17,716   

３．社債発行費償却  －   29,333   

４．投資有価証券売却損  53,405   －   

５．先物為替予約評価損  99,330   －   

６．保証金償却  －   19,427   

７．その他  61,107 250,725 0.4 51,119 180,313 0.3 

経常利益又は損失
（△）   873,474 1.2  △1,588,883 △2.4 
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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．貸倒引当金戻入額  360,969 360,969 0.5 33,822 33,822 0.1 

Ⅶ 特別損失        

１．過年度退職給付費用  22,622   －   

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  200,590   101,019   

４．固定資産売却損  40,452   26,239   

５．その他  － 263,665 0.4 285,305 1,663,567 2.5 

税引前当期純利益又は
純損失（△）   970,778 1.3  △3,218,628 △4.8 

法人税、住民税及び事
業税  627,410   305,000   

法人税等調整額  91,636 719,046 1.0 △430,886 △125,886 △0.2 

当期純利益又は純損失
（△）   251,731 0.3  △3,092,741 △4.6 

前期繰越利益   2,138,649   2,026,386  

当期未処分利益又は未
処理損失（△）   2,390,381   △1,066,355  
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③【利益処分案又は損失処理案】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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） 

（当期未処分利益の処分）      

Ⅰ 当期未処分利益   2,390,381  － 

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  333,995  －  

２．取締役賞与金  30,000 363,995 － － 

Ⅲ 次期繰越利益   2,026,386  － 

（当期未処理損失の処理）      

Ⅰ 当期未処理損失   －  1,066,355 

Ⅱ 損失処理額   －  － 

Ⅲ 次期繰越損失   －  1,066,355 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1)子会社株式及び関連会社株式 (1)子会社株式及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 (2)その他有価証券 (2)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 

(1)デリバティブ (1)デリバティブ ２．デリバティブ取引等の評

価基準及び評価方法 時価法 同左 

(1)商品 (1)商品 ３．棚卸資産の評価基準及び

評価方法 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 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ４．固定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。 

 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 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。 

 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 

 定額法 同左 

  なお、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。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (4)信託資産 (4)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。 

 

５．繰延資産の処理方法 ――――― (1)社債発行費 

   商法の規定に基づき３年間で均等償

却しております。 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

  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 

 (2)賞与引当金 (2)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事業年度の負

担に属する額を計上しております。 

同左 

 ――――― (3)売上返戻引当金 

   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。 

 (3)退職給付引当金 (4)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、会計基準変更時差異

（113,106千円）については、５年間

の均等償却を行っており、当事業年度

においては、22,621千円を特別損失の

「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、各事業年度の

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

生の翌事業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

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。 

 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、各事業年度の

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

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７．収益の計上基準  駅前留学サービス収入は、主として入

学金、受講料（受講料の45％は「ＮＯＶ

Ａシステム登録料」であり、残りの55％

は「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 

８．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 

９．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 (1)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 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)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 

 (3)ヘッジ方針 (3)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 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)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 

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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） 

  当事業年度から、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） 

  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、当事業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、税引前当期純損失が1,183,965千円増加しており

ます。 

 （退職給付引当金） 

  当事業年度から「『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 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸借対照表） ――――― 

１．前事業年度において区分掲記しておりました「短期

貸付金」（当事業年度1,884千円）については、金

額の重要性が乏しくなったため、当事業年度から流

動資産の「その他」に含めて表示しております。 

２．前事業年度において「出資金」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（当事

業年度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、当事業年

度から「投資有価証券」に含めて表示しておりま

す。 

 

（損益計算書） （損益計算書） 

１．前事業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

事業年度190千円）については、金額の重要性が増

加したため、当事業年度から区分掲記することとい

たしました。 

１．前事業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「保証金償却」（前事業年度

7,037千円）については、金額の重要性が増加した

ため、当事業年度から区分掲記することといたしま

した。 

 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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、当事業年度よ

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、経常利益および税引前当期純利益

がそれぞれ同額減少しております。 

――――― 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 担保に供している資産およびこれに対応する債務

は次のとおりです。 

※１ 担保に供している資産およびこれに対応する債務

は次のとおりです。 
  

建物 34,729千円 

土地 2,641,513 

信託資産 168,124 

計 2,844,368千円 

上記に対応する債務  

１年以内返済予定長期借入金 266,400千円 

長期借入金 467,000 

計 733,400千円 
  

  
建物 2,697千円 

土地 2,129,055 

計 2,131,753千円 

上記に対応する債務  

１年以内返済予定長期借入金 266,400千円 

長期借入金 200,600 

計 467,000千円 
  

 また、上記の他、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。 

 また、上記の他、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。 

※２ 関係会社に対する主な資産・負債 ※２ 関係会社に対する主な資産・負債 

 区分掲記された以外で各科目に含まれているもの

は、次のとおりであります。 

 区分掲記された以外で各科目に含まれているもの

は、次のとおりであります。 
  

未払金 1,070,878千円 
  

  
未払金 710,617千円 

    
※３ 会社が発行する株式総数  

普通株式 90,000,000株 

発行済株式総数  

普通株式 33,751,800株 

 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。 
  

  
※３ 会社が発行する株式総数  

普通株式 180,000,000株 

発行済株式総数  

普通株式 67,503,600株 

 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。 
    

※４ 当社が保有する自己株式数  

普通株式 352,300株 
  

  
※４ 当社が保有する自己株式数  

普通株式 894,100株 
  

―――――  ５ 資本の欠損 

  資本の欠損の額は596,065千円であります。 

 ５ 配当制限  ６ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は207,649

千円であります。 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は505,380

千円であります。 

 ６ 保証債務  ７ 保証債務 

 次のとおり、金融機関等との取引に対し、債務保

証を行っております。 

 次のとおり、金融機関等との取引に対し、債務保

証を行っております。 
  

㈱パシフィックリース(借入
金およびリース債務) 5,913,394千円 

ＮＯＶＡ・スペース・デザイ
ン㈱(仕入債務) 10,259千円 

  

  
㈱パシフィックリース(借入
金およびリース債務) 5,778,694千円 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 駅前留学サービス収入とは、各拠店において提供

しているサービスのうち主として、一般顧客およ

び児童・幼児を対象とした「駅前留学」、法人顧

客を対象とした「ＮＯＶＡＸ25」といった、国内

で語学習得や海外疑似体験できる環境を提供する

ことの対価として得られる収入の総計でありま

す。 

※１          同左 

※２ 駅前留学サービス収入原価および一般管理費に含

まれる研究開発費は1,193,105千円であります。 

※２ 駅前留学サービス収入原価および一般管理費に含

まれる研究開発費は1,316,730千円であります。 

 



－ 64 － 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 

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 2,453,464 1,396,688 1,056,776 

工具器具備品 3,872,775 2,119,333 1,753,442 

合計 6,326,240 3,516,021 2,810,218 
  

  

 
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 2,405,567 1,535,514 870,053 

工具器具備品 4,899,814 2,387,132 2,512,682 

合計 7,305,381 3,922,646 3,382,735 
  

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 1,041,354千円 

１年超 1,859,240 

計 2,900,595 
  

  
１年内 1,194,835千円 

１年超 2,282,433 

計 3,477,269 
  

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 1,404,873千円 

減価償却費相当額 1,189,069 

支払利息相当額 137,531 
  

  
支払リース料 1,483,633千円 

減価償却費相当額 1,244,898 

支払利息相当額 143,599 
  

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 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 

利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。 

同左 

 

（有価証券関係） 

 前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）および当事業年度（自平成17年４月１日 至平成

18年３月31日）において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 

前事業年度 
（平成17年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成18年３月31日現在） 

  
 千円 

繰延税金資産  

未払事業税等 99,880 

投資有価証券評価損 15,874 

貸倒引当金繰入限度超過額 86,165 

賞与引当金繰入限度超過額 245,525 

退職給付引当金繰入限度超過額 151,035 

その他 50,771 

繰延税金資産合計 649,253 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △145,015 

繰延税金負債合計 △145,015 

繰延税金資産の純額 504,237 
  

  
 千円 

繰延税金資産  

未払事業税等 84,645 

投資有価証券評価損 15,874 

貸倒引当金繰入限度超過額 72,257 

賞与引当金繰入限度超過額 209,913 

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 168,057 

その他 217,541 

繰延税金資産小計 1,255,136 

評価性引当額 △174,997 

繰延税金資産合計 1,080,139 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △352,942 

繰延税金負債合計 △352,942 

繰延税金資産の純額 727,196 
  

繰延税金資産の純額は、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、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） 438,511 

繰延税金資産（固定資産） 65,725 
  

  
繰延税金資産（流動資産） 1,045,465 

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 

708,347 

  
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 2.0 

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

△0.4 

住民税均等割額 28.8 

留保金課税金額 － 

その他 2.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 74.1 
  

  
  

当事業年度については、税引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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（１株当たり情報） 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 282円47銭 93円80銭 

１株当たり当期純利益（△純損失） ６円61銭 △46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、潜在株

式が存在していないため記載して

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。 

 （前事業年度） （前事業年度） 

 
 
１株当たり純資産額 286円48銭 
 
１株当たり当期純利益 12円91銭 
  

 
１株当たり純資産額 141円24銭 
 
１株当たり当期純利益 ３円30銭 
  

 



－ 67 － 

（重要な後発事象） 

前事業年度（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事業年度における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事業年度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（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 143円24銭 

１株当たり当期純利益 ６円45銭 
  

 
１株当たり純資産額 141円24銭 

１株当たり当期純利益 ３円30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 

 

 

当事業年度（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。 

 

 

７．役員の異動 
 
（１）代表者の異動 

 
該当事項はありません。 
 

（２）その他の役員の異動（平成18年６月29日付予定） 
①新任取締役候補 
 取締役  渡辺 勝一（現 ＣＥＯアシスタント） 

 
②新任監査役候補 
 社外監査役（非常勤） 戸島 利夫（現 戸島税理士事務所所長） 
 社外監査役（非常勤） 髙木 薫 （現 税理士） 
 
③退任予定監査役 
 川田 剛 （現 非常勤監査役） 
 蓮見 正純（現 非常勤監査役） 
 


