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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 7,932 (1.5) 342 (△61.7) 252 (△70.3)

17年９月中間期 7,815 (6.0) 893 (115.2) 850 (109.4)

18年３月期 15,630 (4.0) 1,108 (41.9) 1,016 (34.2)

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 160 (△64.4) 19 96 ― ―

17年９月中間期 452 (－) 56 02 ― ―

18年３月期 383 (－) 47 50 ― ―

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △41百万円 17年９月中間期 ―百万円 18年３月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 8,063,545株 17年９月中間期 8,071,536株 18年３月期 8,069,956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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期（前期）増減率

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 10,649 3,956 37.1 490 63

17年９月中間期 11,441 3,992 34.9 494 65

18年３月期 11,170 3,873 34.7 480 34

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 8,063,475株 17年９月中間期 8,070,675株 18年３月期 8,063,875株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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９月中間期 131 12 39 1,167

17年９月中間期 839 △221 △50 1,730

18年３月期 1,402 △666 △916 984

(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 4社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 １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） １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

通期 16,200 800 310

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　38円　44銭

※　上記の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算出したものであり、実際の業績は今後の様々な

要因によって異なる結果となり得ますことをご承知おきください。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社及び連結子会社４社で構成され、教育事業を主に展開しております。当社グループの事業に係

る連結子会社の位置づけ、及び当社と連結子会社との業務の関連は以下のとおりであります。

教育事業　　　　当社では、幼児、小・中学生及び高校生を対象にした学習塾事業ならびに大学生・社会人を対象にした

資格取得のための生涯学習事業を行っております。WAO SINGAPORE PTE. LTD.（在シンガポール現地法

人）では、在留邦人子女を対象とした学習塾事業を行っております。

持分法適用会社であるルネサンス・アカデミー㈱では、広域通信制高等学校による教育事業を行ってお

ります。

その他の事業　　㈱アートスタッフでは上記の教育事業に係る印刷物等の企画・制作を主に行っております。

㈱ワオネットでは、インターネット上でのコンテンツ配信システムの構築を、㈱ワオワールドではデジ

タルコンテンツやアニメーション等の制作事業をそれぞれ主に行っております。

 

各
種
印
刷
物
の
納
入 

各
種
印
刷
物
の
納
入 

株式会社アートスタッフ 

不動産の賃貸、各種印刷物の納入 

株式会社ワオネット 株式会社ワオワールド  

アニメーションの制作を委託 

 

ルネサンス・アカデミー株式会社 

教育サービスを委託 

デジタルコンテンツの制作を委託 

株式会社ワオ・コーポレーション 

（当社） 

 

WAO SINGAPORE PTE. LTD. 

各種印刷物の納入 

（注） 取引の流れ、連結会社及び持分法適用関連会社 

取引の流れ 

連結会社 

持分法適用関連会社 
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは創設以来、「社会の各分野において時代をリードしていく人材」を育成し、これを通じて社会に貢献

するという経営理念のもと、全国各地で幼児、小・中学・高校生から大学生・社会人までを対象として指導を行ってお

ります。今後とも、顧客（生徒・保護者）との双方向コミュニケーションを通じ、教育サービスの品質向上に努めると

ともに、生涯学習ニーズの高まりや情報インフラの急速な発展を前提に、実際の拠点と情報ネットワークを有機的に結

合させた新しいサービスを提供することにより、社会とともに継続的な成長を目指しております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要政策のひとつとして認識しており、事業収益の拡大と連結体制下に

おける財務体質の強化を図りながら配当水準の向上と安定的な配当を実施することを基本方針としております。また、

内部留保につきましては、今後の新設校の開校、既存校のリニューアル等の資金に充当し、業績向上に努める所存であ

ります。なお、会社法施行に伴い配当回数制限は撤廃されましたが、当面は年間２回の配当といたしたいと考えており

ます。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社グループは、投資家の株式市場への参加を促進し、株式流動性の向上を図るために投資単位の引き下げを重要課

題として認識してまいりました。前連結会計年度末にかけて継続的に当社の株式の投資単位が、株式会社ジャスダック

証券取引所が投資単位の引下げの目安として示しております「50万円以上」を上回る水準で推移いたしましたので、平

成18年５月１日付けで、１単元の株式数を1000株から100株に変更いたしました。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、顧客ニーズに対応したサービスを提供することにより、近い将来に売上高経常利益率10％を確保で

きる収益体質の構築をめざして、営業活動をおこなってまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　各事業について、以下の中期戦略を推進していく所存であります。

1)学習塾事業

①集合教育「能開センター」の更なる充実（「授業品質」の向上）

②個別教育「Axis（アクシス）」の積極的展開（未出店県への進出、毎期30～40校）

③高校部「能開予備校」の充実拡大（「能開センター」との連携強化）

＊お客様（生徒・保護者）の満足と信頼を重視し、授業と教育サービスの品質向上に引き続き努めます。

2)生涯学習事業

①「WAO資格カレッジ」での資格取得講座コンテンツ・サービスの企画・販売

②「WAO高等学院」（通信制高校サポートコース）での「能開センター」のノウハウを活用した事業展開

③「WAOクリエイティブカレッジ」でのプロ人材育成事業の更なる充実

　（映像・アニメ制作監督及びプロデューサー養成コースの設置・充実化）

＊１～２年をかけ、収益体質の構築を図ります。

3)教育ITソリューション事業（学校支援事業）

①リメディアル教材（大学が行う補習授業の教材）、資格取得教材などの販売

②e-ラーニングシステム、教務システムなどの学校IT推進の企画・開発

③オンライン指導サービス、講師派遣などの学習サポートサービス

④ホームページ、各種印刷物の企画・制作

＊広告宣伝物の制作にとどまらない学校教育支援事業の確立に注力してまいります。

4)ネット在宅教育事業

①幼児から大人までを対象とした「e-ラーニングサイト在宅教育サービス」

②「アノト方式デジタルペン」を活用した新たな在宅学習システムの開発・販売

③教育専用ポータルサイトの企画・運営

　＊当社グループの教育ノウハウを活用し、新たな教育サービスを企画・推進してまいります。

5)エンターテインメント事業

①第１作「NITABOH～仁太坊・津軽三味線始祖外聞」、第２作「ふるさと－JAPAN」などの

　劇場用アニメーションをはじめとした各種映像・コンテンツの企画・制作・販売

②映像・アニメーションを取り入れた新しい教育コンテンツの企画・制作・販売

③「映像・アニメーション研究所」における研究・開発

＊エンターテインメント分野をビジネスとしても成立させるよう取り組んでまいります。
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(6）会社の対処すべき課題

　当社グループでは、「自ら学び、自らの頭で考え、自らの判断で行動できる、社会に有為な人物の育成」を教育理念

とし、つねに指導者としての研鑚に努め、顧客(生徒・保護者)の満足と信頼を重視しております。さらに授業と教育サー

ビスの品質向上のために、年２回の「授業アンケート」及び全拠点、全授業の品質チェックを実施しております。現在、

世界標準である「ISO9001」認証を学習塾統括部門、徳島県本部及び滋賀県本部で取得しております。今後、全国の拠点

についても順次「ISO9001」認証取得を目指し、当社グループで横断的なプロジェクトを結成し、教育サービスの更なる

充実と品質基準の統一に取り組んでまいります。

　また、個人情報保護法の施行に対応し、顧客の個人情報を取り扱っている当社グループとしましては、全従業員・臨

時スタッフに対しても、個人情報保護の重要性を日々の教育や研修を通じて従来以上に徹底するなど、連結子会社を含

む３社で「プライバシーマーク」認定取得したのを機に、なお一層の努力を続けてまいります。

　来たるべき情報化社会にあっては、インターネットやデジタルメディアを利用した独自の在宅学習システムを開発し、

全国の営業拠点と連動させた新しい教育サービスの体系をもってニーズの開拓とシェアの拡大をめざします。さらに、

CRM（カスタマ・リレーションシップ・マネージメント）システムを活用し、小・中学、高校生から社会人までの広い世

代にわたる顧客の潜在的ニーズを顕在化することで、継続的な企業成長を成し遂げて行く所存です。

(7）親会社等に関する事項

　当社は親会社を有していないため、当項目に記載するべき事項はありません。

(8) その他、会社経営上重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績および財政状態
(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、米国経済の減速など留意すべき外部リスク要因はあるものの、好調な

企業部門から家計部門への波及が見込まれるなど、緩やかながら息の長い回復が引き続き展望できる状況で推移してま

りました。

　当業界におきましては、恒常的な学齢人口の減少、長らくの景気低迷による教育費の抑制という二つの大きな問題に

直面してまいりました。学校の週５日制による学力低下不安を背景とした保護者の民間教育サービスへの期待から、個

別指導ニーズが高まるなど業績は堅調に推移してまいりましたが、需要増も一段落し、同時に、学習塾に対する厳しい

選別も進んでおり、各社ともサービスの内容・品質の向上に努めております。

　集合型教室の「能開センター」におきましては、授業品質の徹底管理や更なる強化を図り、生徒・保護者の期待に応

えられるように努めてまいりました。個別型教室の「個別指導Axis（アクシス）」におきましては、一人ひとりのニー

ズへの対応を強化しつつ、未出校地域へ積極的に展開しており、当中間会計期間末における期初からの新規出校数は９

箇所10校となりました。

　一方、生涯学習部門の「WAO資格カレッジ」におきましては、通信制高校サポートコースの拡大、公務員試験・教員採

用試験対策講座のWBT（ウェブ・ベースド・トレーニング）講座の集客を強化してまいりました。あわせて、東京・大阪

の２校に絞込み、経費の削減にも努めました。また、「WAOクリエイティブカレッジ」におきましては、東京・大阪の２

校で３D・映像・WEB・DTPの専科であるプロコースに注力し、その指導品質を高めてまいりました。併設の「映像・アニ

メーション研究所」では、映像・アニメ制作者の育成講座新設のため準備を進めております。

  子会社各社では、グループ内での連携を図りながら、教育専門のITソリューションビジネス、e-ラーニング在宅教育

ビジネス、映像・アニメコンテンツの企画・制作の各分野において本格的な事業化を推進してまいりました。

  また、前年度末にかけて、クラビット株式会社（ソフトバンク・グループ）、イー・ステージ株式会社と共同出資で

設立した「ルネサンス・アカデミー株式会社」（持分法適用会社）では、同社が運営する通信制高等学校「ルネサンス

高等学校」において立ち上げに伴うコストが先行しております。現在、次年度以降の早期の採算確保を目指して、営業

の強化と固定費の低減に努めております。

  なお、当社グループにおきましては、次の時代に向けて、教育の質の更なる向上、新規校の継続的な開校及び新商品

開発力の飛躍的な増強などをめざして、その原動力となる人材の徹底強化を図るため、人事制度を抜本的に変更いたし

ました。正社員及び契約社員の枠組み、人事考課システム並びに社員等級制度など全面的に見直しをし、結果として正

社員数を332名（前連結会計年度末現在）から843名（当中間連結会計期間末現在）へと増大させております。

  これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高79億32百万円（前年同期比1.5％増）、営業利益３億42百万円

（前年同期比61.7％減）、経常利益２億52百万円（前年同期比70.3％減）、中間純利益１億60百万円（前年同期比

64.4％減）となりました。前年度末以来の積極的な出校に際して、営業部門や本社部門の体制・機能の強化や要員の確

保が急務であり、かかる費用等が増加した結果、当中間連結会計期間の連結業績は前年同期を下回る利益水準となりま

した。

　事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

①　教育事業

　当社グループにおける教育事業は、幼児から高校生を対象とした部門と大学生・社会人を対象とした部門から成っ

ております。前者は、「能開センター」、「個別指導Axis（アクシス）」及びフランチャイズ方式の「スタッド学習

教室」であり、後者は、「WAO資格カレッジ」、及び「WAOクリエイティブカレッジ」であります。また、この５月か

らは、前年度にシンガポールに設立した子会社において在留邦人子女を対象とした教育サービスの提供（WAOシンガ

ポール・オーチャード校）を開始しております。

　当事業においては、学習塾部門における個別型教室を中心とした展開により生徒数は期初の予定通り順調に増加し

ており、生涯学習部門の廃校に伴う売上高の減少を補い増収となったものの、営業部門の体制・機能の強化や要員の

確保ための費用等が増加した結果、利益水準は前年同期を下回りました。

　当中間連結会計期間における売上高は75億60百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益は10億19百万円（前年同期比

29.1％減）となりました。

②　その他の事業

　当社グループにおけるその他の事業は、国内子会社各社により構成されており、グループ内での連携を図りながら

事業を展開しております。

　（株）アートスタッフにおいては、当社グループ内の教育事業にかかわる印刷物・広報支援ツール等の企画・制作

のほか、中学・高校・大学等の教育機関・企業より依頼を受けてホームページ、CD-ROMをはじめ各種印刷物・広報物

の企画・制作を行っております。また、リメディアル教育（大学における補習学習）向けコンテンツの開発・販売に

も注力してまいりました。
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　（株）ワオネットにおいては、当社グループ内のWEBサイト運営支援、インターネットを利用した在宅学習システム

の運営、および映像配信システムの開発・販売を行ってまいりました。また、デジタルペンを用いた試験処理システ

ム（アノト方式デジタルペン）により、能開センター部門の各種テスト処理の合理化を図るとともに、試験処理業務

の受託および試験処理システムの販売にも注力してまいりました。

　（株）ワオワールドにおいては、グループ内外の企業より受注したデジタルコンテンツの企画・制作やアニメーショ

ンの制作等を主に行ってまいりました。また、WEBサイト上での決済システムの運営にも注力してまいりました。

　これらの結果、その他の事業における当中間連結会計期間の連結業績の売上高は３億72百万円（前年同期比10.5％

増）、営業利益は35百万円（前年同期比60.4％減）となりました。

(2）財政状態

①　資産、負債、資本の状況

　当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比５億21百万円（4.7％）減少し、106億49百万円となりまし

た。その主な要因は、当中間会計期間末においては、講習会の売上にかかる未収授業料等収入の増加の影響が前連結

会計年度末に比べ少なく受取手形及び売掛金が２億16百万円（39.8％）減少したこと、廃校に伴う保証金の返戻及び

保証金の流動化の影響で保証金が３億14百万円（17.7％）減少したことなどであります。

　負債合計は、前年度末比６億４百万円（8.3％）減少し、66億93百万円となりました。その主な要因は、前連結会計

年度末において新年度開始及び新規開校に備え増加した広告宣伝費、消耗品費、教材に関する費用等に対応する未払

金が、当中間連結会計期間末においては２億84百万円（49.4％）減少したこと、未払法人税等が１億81百万円

（71.8％）減少したことなどであります。

　純資産は、前連結会計年度末比82百万円（2.1％）増加し、39億56百万円となりました。その主な要因は、中間純利

益１億60百万円の計上及び配当金の支払を72百万円行った結果、利益剰余金が88百万円（4.8％）増加したことなどで

あります。

②　キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期比５億63百万円減少し、11億67百万円になりまし

た。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比７億７百万円減少し、１億31百万円の流入となりました。その

主な要因は、税金等調整前中間純利益が２億70百万円となったこと、減価償却費、校閉鎖損失引当金、固定資産除却

損等非資金項目が４億77百万円となったこと、売上債権、たな卸資産の減少額が２億56百万円となったこと、仕入債

務、未払金の減少額が４億47百万円となったこと、法人税等の支払額が２億28百万円になったこと等であります。

（投資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・フローは、前年同期比２億33百万円増加し、12百万円の流入となりました。その主な

要因は、有形・無形固定資産の取得による支出が２億19百万円となったこと、関係会社株式の追加取得による支出が

74百万円となったこと、保証金の返戻による収入、保証金の流動化による収入が３億48百万円となったこと等であり

ます。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比90百万円増加し、39百万円の流入となりました。その主な要因

は、長期・短期借入金の借入・返済による純収入額が288百万円となったこと、社債の償還による支出が１億10百万円

となったこと、配当金の支払いが72百万円となったこと等であります。
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(3）経営指標のトレンド

　当中間連結会計期間までの経営指標のトレンドは以下の通りであります。

平成16年
３月期

平成16年
９月期

平成17年
３月期

平成17年
９月期

平成18年
３月期

平成18年
９月期

自己資本比率（％） 32.9 30.1 31.4 34.9 34.7 37.1

時価ベースの自己資本比率（％） 20.7 24.3 25.6 29.3 48.7 29.2

債務償還年数 4.1 3.3 16.6 2.7 2.7 15.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ 14.5 18.9 4.2 19.0 17.1 3.4

　（注）　各指標の定義は以下の通りであります。

時価ベースの自己資本比率 ：　株式時価総額／総資産

債務償還年数 ：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期：有利子負債／営業

キャッシュ・フロー×２）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：　営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　営業キャッシュ・フローは中間連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。

また、利払いについては、中間連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(4）通期の見通し

　現状の日本経済は、緩やかながら息の長い回復が展望できる状況ではあるものの、家計部門の回復の遅れも指摘され

ており、家庭での教育費支出の動向は今後とも楽観できない状況にあります。

　当社グループにおきましては、今までどおり子どもの教育を重要視することは当然として、少子高齢化に伴う生涯学

習時代への流れという時代の趨勢をにらみ、大人の教育の分野にも事業領域を拡大してまいりました。大人の教育に力

を入れ、そこからのフィードバックによって、さらに子どもの教育についても今まで以上に内容充実や多様化を図るこ

と、これを現状の重要なテーマと当社では認識しております。また、インターネットの普及など、教室あるいは在宅に

おいて、今後とも大きく変化していく教育環境に対応し、顧客ニーズに応えられるノウハウを引き続き蓄積してまいり

ます。

　教育事業におきましては、当下半期に学習塾部門の個別型教室の新たな10教室以上の展開を予定するなど、新しい地

域での教育サービスの提供を行ってまいります。さらに、顧客ニーズへの対応をより一層深めることで、増収を見込ん

でおります。生涯学習部門については、公務員・高卒認定・教職員採用講座などを中心に、高収益講座の集客に注力す

ることで業績改善をすすめてまいります。

　その他の事業におきましては、グループの各社が当社と連携を一層図ることで、文教事業を中心に、外部顧客向売上

高の増大による、増益を図ってまいります。

　なお、通期の連結業績につきましては、売上高は162億円、経常利益は８億円、当期純利益は３億10百万円と見込んで

おります。
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４．事業等のリスク
(1）学齢人口の減少について

　当社グループの属する学習塾業界は、児童・生徒の絶対数の減少という少子化の問題に直面しております。少子化の

問題は、教育サービスに対するお客様の目の厳しさもあいまって、学習塾間の競争を一段と激しいものにしております。

　当社グループでは、よりよい教育サービスを求めるお客様をターゲットとしており、集合型教室「能開センター」、

個別型教室「Axis（アクシス）」、インターネットによる在宅学習システムの充実を図り、お客様のニーズにきめ細か

く応えられる体制作りを進めると同時に、今以上の少子高齢化を見据え、大学生、社会人を対象とした生涯学習分野に

も進出するなど、少子化による厳しい競争に勝ちぬくための布石を打っております。

　以上の施策により、当社グループは生徒数の確保を図っておりますが、今後、出生者数が予測より減少して少子化が

更に進展した場合や、景気低迷による家庭の教育費支出の節約傾向が加わった場合には、当社グループ業績に影響を与

える可能性があります。

 （単位：千人）

年齢（歳） 平成12年 平成16年 平成37年（推計） 平成62年（推計）

５～９ 6,021 5,938 4,675 3,610

10～14 6,546 6,060 5,032 3,834

15～19 7,488 6,761 5,416 4,045

計 20,055 18,759 15,123 11,489

（財）厚生統計協会発行「人口の動向　日本と世界　人口統計資料集2006」より

総務省統計局「国勢調査報告」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成14

年１月推計）」より

(2）生涯学習分野の業績について

　生涯学習分野において、平成９年度より、WEB・DTP・CGクリエイター養成学校「WAOクリエイティブカレッジ」、平成

12年度より、資格取得スクール「WAO資格カレッジ」を展開しておりますが、ITバブル崩壊後の長く続いた不況の影響や、

出校、コンテンツ制作等投資にかかる償却負担等により、不採算校、不採算講座を抱える結果となりました。前期末ま

でに、これらの不採算校を閉鎖し（WAOクリエイティブカレッジ４校閉鎖、現在２校・WAO資格カレッジ16校閉鎖、現在

２校）、不採算講座についても閉講をいたしました。会計上も減損会計を早期適用し、主に前々期に減損損失を計上、

既に不採算校、不採算講座の損失を取り込んでおります。今後は、当社が得意としている採算性の高い分野に特化する

とともに、前期にクラビット株式会社及びイー・ステージ株式会社と共同出資で設立した「ルネサンス・アカデミー株

式会社」が展開する通信制高等学校「ルネサンス高等学校」と連携した「通信制サポートコース」の展開に注力し、さ

らなる収益改善の努力をしてまいります。しかしながら、当社グループが後発であること、今後の市場環境の変化によっ

ては、当社グループ業績に影響を及ぼすことも考えられます。

(3）個人情報の取り扱いについて

　当社グループでは、顧客から多岐に渡って個人情報を保有し運営しております。個人情報については社内管理体制を

整備し、全従業員への情報管理への意識を高めるとともに、システムのアクセス権を制限する等安易に個人情報が漏洩

することの無いように、取り扱いには十分に留意しています。前期において、その取り組みが「プライバシーマークの

取得」という形で認められました。しかしながら、外部からの不正アクセスなど、不測の事態により、万が一、個人情

報が外部に漏洩するような事態となった場合には当社グループの信用失墜による売上高の減少、又は損害賠償による費

用の発生等が起こることも考えられ、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4）代表者への依存について

　当社の代表取締役である西澤昭男は、創業者であり、当社グループの最高責任者として、当社グループの経営方針や

戦略の決定、社員の教育・研修面においても重要な役割を果たしてまいりました。このため、不測の事態により西澤の

業務執行が困難となった場合は、当社グループの業績及び今後の事業展開に影響が出る可能性があります。

　当社グループにおきましては、従来より他の役員に権限を委譲するなど、西澤に過度に依存しない経営体制を構築し

てきており、リスクの最小化に努めております。

　なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、別段の表示が無い限り、当該事項は当連結中間会計

期間末において判断したものであります。
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５．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   1,730,754   1,167,465   984,471  

２　受取手形及び売掛金   296,762   328,442   545,329  

３　たな卸資産   189,885   234,904   274,445  

４　繰延税金資産   232,232   222,862   315,117  

５　その他   224,943   317,882   256,497  

貸倒引当金   △24,023   △21,620   △38,584  

流動資産合計   2,650,555 23.2  2,249,937 21.1  2,337,277 20.9

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２  1,253,630   1,250,411   1,254,780  

(2）土地 ※２  3,969,869   3,969,869   3,969,869  

(3）その他   583,917   491,667   598,188  

有形固定資産合計   5,807,417 50.8  5,711,948 53.6  5,822,838 52.2

２　無形固定資産           

(1）ソフトウェア   565,568   439,002   504,189  

(2）その他   69,338   68,876   69,387  

無形固定資産合計   634,906 5.5  507,878 4.8  573,577 5.1

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   177,471   227,808   199,390  

(2）保証金   1,621,731   1,468,125   1,782,870  

(3）繰延税金資産   291,385   303,182   267,708  

(4）その他   301,208   219,054   234,859  

貸倒引当金   △43,286   △38,703   △47,819  

投資その他の資産合計   2,348,509 20.5  2,179,468 20.5  2,437,008 21.8

固定資産合計   8,790,834 76.8  8,399,295 78.9  8,833,424 79.1

資産合計   11,441,389 100.0  10,649,233 100.0  11,170,702 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

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   94,321   105,599   242,146  

２　短期借入金 ※２  800,000   900,000   500,000  

３　１年以内返済予定長期
借入金

※２  637,600   643,600   607,200  

４　１年以内償還予定社債   220,000   220,000   220,000  

５　未払法人税等   245,672   71,303   253,256  

６　前受授業料等収入   323,580   215,048   299,723  

７　賞与引当金   －   201,773   －  

８　校閉鎖損失引当金   50,720   5,405   104,191  

９　その他   913,124   913,641   1,366,332  

流動負債合計   3,285,019 28.7  3,276,372 30.8  3,592,851 32.2

Ⅱ　固定負債           

１　社債   610,000   390,000   500,000  

２　長期借入金 ※２  2,270,400   1,821,800   1,970,000  

３　繰延税金負債   453,979   453,979   453,979  

４　退職給付引当金   255,456   330,536   297,093  

５　役員退職慰労引当金   170,018   181,936   176,044  

６　リース資産減損勘定   18,418   5,701   9,131  

７　その他   385,919   232,750   298,206  

固定負債合計   4,164,192 36.4  3,416,704 32.1  3,704,455 33.2

負債合計   7,449,211 65.1  6,693,076 62.9  7,297,306 65.3

（少数株主持分）           

少数株主持分   － －  － －  － －

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,146,375 10.0  － －  1,146,375 10.3

Ⅱ　資本剰余金   996,375 8.7  － －  996,375 8.9

Ⅲ　利益剰余金   1,949,551 17.0  － －  1,832,289 16.4

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  7,713 0.1  － －  11,139 0.1

Ⅴ　為替換算調整勘定   － －  － －  △31 △0.0

Ⅵ　自己株式   △107,837 △0.9  － －  △112,752 △1.0

資本合計   3,992,177 34.9  － －  3,873,395 34.7

負債、少数株主持分及
び資本合計

  11,441,389 100.0  － －  11,170,702 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 1,146,375 10.8 － －

２　資本剰余金  － － 996,375 9.4 － －

３　利益剰余金  － － 1,920,648 18.0 － －

４　自己株式  － － △113,014 △1.1 － －

株主資本合計  － － 3,950,384 37.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

 － － 10,481 0.1 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － △4,569 △0.0 － －

３　為替換算調整勘定  － － △140 △0.0 － －

評価・換算差額等合計  － － 5,771 0.1 － －

Ⅲ　新株予約権  － － － － － －

Ⅳ　少数株主持分  － － － － － －

純資産合計  － － 3,956,156 37.1 － －

負債純資産合計  － － 10,649,233 100.0 － －
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   7,815,862 100.0  7,932,875 100.0  15,630,129 100.0

Ⅱ　営業費用   4,998,605 64.0  5,506,668 69.4  10,330,846 66.1

営業総利益   2,817,257 36.0  2,426,207 30.6  5,299,282 33.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,923,754 24.6  2,084,023 26.3  4,190,946 26.8

営業利益   893,502 11.4  342,183 4.3  1,108,335 7.1

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  106   380   224   

２　受取配当金  2,076   2,087   2,076   

３　受取手数料  3,564   3,447   8,813   

４　保険配当金収入  1,422   1,295   1,539   

５　催事配映収入  1,574   3,805   2,795   

６　その他  1,913 10,658 0.2 7,193 18,209 0.2 4,354 19,803 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  44,678   36,535   82,397   

２　社債利息  4,797   4,505   10,024   

３　社債発行費  900   －   900   

４　投資事業組合投資損失  565   2,886   7,856   

５　持分法による投資損失  －   60,271   －   

６　その他  3,110 54,052 0.7 3,820 108,020 1.4 10,571 111,750 0.7

経常利益   850,108 10.9  252,373 3.2  1,016,388 6.5

Ⅵ　特別利益           

１　貸倒引当金戻入益  26,193   26,583   －   

２　校閉鎖損失引当金戻入
益

 －   7,642   －   

３　持分変動差益  －   18,437   －   

４　その他  564 26,757 0.4 532 53,196 0.7 907 907 0.0

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ 7,159   34,688   31,460   

２　校閉鎖損失引当金繰入
額

 43,262   －   96,733   

３　その他 ※３ 950 51,372 0.7 507 35,195 0.4 100,989 229,182 1.5

税金等調整前中間(当
期)純利益

  825,493 10.6  270,374 3.4  788,113 5.0

法人税、住民税及び事
業税

 222,399   49,101   315,396   

法人税等調整額  150,893 373,293 4.8 60,338 109,439 1.4 89,354 404,750 2.5

中間(当期)純利益   452,200 5.8  160,934 2.0  383,362 2.5
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(3）中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   996,375  －  996,375

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高   996,375  －  996,375

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,537,713 －   1,537,713

Ⅱ　利益剰余金増加高        

１　中間（当期）純利益  452,200 452,200 － － 383,362 383,362

Ⅲ　利益剰余金減少高        

１　配当金  40,362  －  88,786  

２　中間（当期）純損失  － 40,362 － － － 88,786

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期末）残高   1,949,551  －  1,832,289
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(4）中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高　（千円） 1,146,375 996,375 1,832,289 △112,752 3,862,287

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △72,574 － △72,574

中間純利益 － － 160,934 － 160,934

自己株式の取得 － － － △262 △262

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 88,359 △262 88,097

平成18年９月30日残高　（千円） 1,146,375 996,375 1,920,648 △113,014 3,950,384

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整

勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高　（千円） 11,139 － △31 11,108 － 3,873,395

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △72,574

中間純利益 － － － － － 160,934

自己株式の取得 － － － － － △262

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△657 △4,569 △109 △5,336 － △5,336

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△657 △4,569 △109 △5,336 － 82,760

平成18年９月30日残高　（千円） 10,481 △4,569 △140 5,771 － 3,956,156
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(5）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による

キャッシュ・フロー
    

１　税金等調整前中間(当期)純利益  825,493 270,374 788,113

２　減価償却費  219,777 295,104 521,364

３　社債発行費  900 － 900

４　退職給付引当金の増加額  41,676 33,443 83,313

５　役員退職慰労引当金の増加額(△は

減少額)
 △8,669 5,891 △2,643

６　貸倒引当金の減少額  △29,305 △26,080 △10,210

７　賞与引当金の増加額  － 201,773 －

８　校閉鎖損失引当金の増加額(△は減

少額)
 △21,192 △98,786 32,278

９　受取利息及び受取配当金  △2,183 △2,467 △2,301

10　支払利息  49,476 41,041 92,422

11　持分変動差益  － △18,437 －

12　持分法による投資損失  － 60,271 －

13　固定資産除却損  2,621 21,039 21,080

14　売上債権の減少額  299,188 216,888 50,620

15　たな卸資産の減少額(△は増加額)  81,727 39,540 △2,832

16　前受授業料等収入の減少額  △112,068 △84,675 △135,924

17　仕入債務の増加額(△は減少額)  △113,846 △136,547 33,978

18　未払金の増加額(△は減少額)  △191,594 △310,531 154,175

19　その他  △51,664 △111,775 52,392

小計  990,336 396,068 1,676,727

20　利息及び配当金の受取額  2,183 2,467 2,301

21　利息の支払額  △44,081 △38,840 △81,828

22　法人税等の支払額  △109,415 △228,176 △194,690

営業活動による

キャッシュ・フロー
 839,022 131,520 1,402,509
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前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による

キャッシュ・フロー
    

１　有形固定資産の取得による支出  △157,383 △174,657 △428,899

２　無形固定資産の取得による支出  △49,406 △45,167 △79,101

３　保証金の差入による支出  － △37,316 －

４　保証金の返戻による収入  － 248,764 －

５　保証金の流動化による収入  － 100,000 －

６　投資有価証券の取得による支出  － △74,250 △31,000

７　その他  △15,102 △5,356 △127,511

投資活動による

キャッシュ・フロー
 △221,892 12,015 △666,512

Ⅲ　財務活動による

キャッシュ・フロー
    

１　短期借入による収入  2,700,000 3,900,000 4,100,000

２　短期借入金の返済による支出  △3,100,000 △3,500,000 △4,800,000

３　長期借入による収入  700,000 200,000 700,000

４　長期借入金の返済による支出  △342,800 △311,800 △673,600

５　社債の発行による収入  197,268 － 197,268

６　社債の償還による支出  △90,000 △110,000 △200,000

７　長期未払金返済による支出  △74,669 △65,845 △145,756

８　自己株式の取得による支出  △717 △262 △5,631

９　配当金の支払額  △39,984 △72,437 △88,331

財務活動による

キャッシュ・フロー
 △50,901 39,654 △916,050

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － △196 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△は

減少額）
 566,229 182,993 △180,053

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,164,525 984,471 1,164,525

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
 1,730,754 1,167,465 984,471
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

(1）連結子会社

連結子会社は、株式会社アート

スタッフ、株式会社ワオ出版、

株式会社ワオネット、及び株式

会社ワオワールドの４社であり

ます。 

(2）非連結子会社

該当事項はありません。

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社

すべての子会社を連結しており

ます。

連結子会社は、株式会社アート

スタッフ、株式会社ワオネット、

株式会社ワオワールド、及び

WAO SINGAPORE PTE. LTD.の４

社であります。

なお、株式会社ワオ出版は特別

清算が結了したため、当中間連

結会計期間より連結の範囲から

除外しております。

(2）非連結子会社

同　左

１　連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しておりま

す。

連結子会社は、株式会社アートス

タッフ、株式会社ワオ出版（特別

清算中）、株式会社ワオネット、

株式会社ワオワールド、及びWAO 

SINGAPORE PTE. LTD.の５社であ

ります。

なお、WAO SINGAPORE PTE. LTD.

は、平成18年１月６日付で設立さ

れております。

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用していない関連会

社

持分法を適用していない関連会

社は、福州易学教育軟件有限公

司１社であります。当該会社は

中間連結純損益及び中間連結利

益剰余金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、持分法の適用範

囲から除外しております。

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用していない関連会

社

同　左

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用していない関連会

社

持分法を適用していない関連会

社は、福州易学教育軟件有限公

司１社であります。当該会社は

連結純損益及び連結利益剰余金

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、持分法の適用範囲から除

外しております。

(2）持分法適用の関連会社

該当事項はありません。

 

(2）持分法適用の関連会社

持分法を適用している関連会社

は、ルネサンス・アカデミー株

式会社１社であります。

　

(2）持分法適用の関連会社

持分法を適用している関連会社

は、ルネサンス・アカデミー株

式会社１社であります。

（注）ルネサンス・アカデミー株式

会社は、平成18年１月30日の

株式取得に伴い、みなし取得

日を平成18年３月末日として

おります。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

 

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

連結子会社のうち、WAO 

SINGAPORE PTE. LTD.の中間決算

日は６月30日であります。　

　連結財務諸表作成にあたっては、

中間連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

　なお、その他の連結子会社の中間

決算日は、中間連結決算日と一致

しております。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

連結子会社のうち、WAO 

SINGAPORE PTE. LTD.の決算日は

12月31日であります。

連結財務諸表作成にあたっては、

連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調

整を行っております。

なお、その他の連結子会社の決算

日は、連結決算日と一致しており

ます。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算期末日の市場価格

等に基づく時価法によって

おります。（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）

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算期末日の市場価格

等に基づく時価法によって

おります。（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に

基づく時価法によっており

ます。（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）

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。

時価のないもの

同　左

時価のないもの

同　左

②　たな卸資産

主として総平均法に基づく原

価法によっております。

②　たな卸資産

同　左

②　たな卸資産

同　左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定

額法によっております。

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。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同　左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同　左

②　無形固定資産

定額法によっております。

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

基づく定額法、市場販売目的

のソフトウェアについては、

販売可能な有効期間（３年）

に基づく定額法によっており

ます。

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。

②　無形固定資産

同　左

②　無形固定資産

同　左

③　長期前払費用

均等償却をしております。

なお、償却期間については、

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。

③　長期前払費用

同　左

③　長期前払費用

同　左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）繰延資産の処理方法

社債発行費は支出時に全額費用

処理しております。

(3）繰延資産の処理方法

　　　  同　左

(3）繰延資産の処理方法

同　左

(4）重要な引当金の計上基準

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、

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上してお

ります。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同　左

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同　左

②

──────

②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、支給見

込額基準に基づき計上してお

ります。

（追加情報） 

従来、全従業員に対して年俸

制を導入していることから賞

与支給額のうち中間連結会計

期間の負担額を未払費用（前

連結中間会計期間末202,745

千円）として計上しておりま

したが、平成18年６月16日に

導入した新人事制度により年

俸制が廃止され（連結子会社

１社については、年俸制を採

用）、賞与支給額の算定方法

を業績を加味する方法に変更

したため、支給見込額のうち

当中間連結会計期間に帰属す

る額を賞与引当金として計上

しております。

なお、当中間連結会計期間に

おいては、この変更による損

益への影響はありません。

②

──────
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

③　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、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。会計基準変更

時差異については15年による

按分額を費用処理しておりま

す。 

また、数理計算上の差異につ

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（５年）による定額

法により、翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてお

ります。

③　退職給付引当金

同　左 

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、当連結会

計年度末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。会計基準変更時差

異については15年による按分

額を費用処理しておりま

す。 

また、数理計算上の差異につ

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（５年）による定額

法により、翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてお

ります。

④　役員退職慰労引当金

提出会社は、役員の退職慰労

金の支出に備えるため役員退

職慰労金規程に基づく中間連

結会計期間末要支給額を計上

しております。

④　役員退職慰労引当金

　　  同　左

④　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えるため役員退職慰労金規程

に基づく連結会計年度末要支

給額を計上しております。

⑤　校閉鎖損失引当金

校の閉鎖に伴って発生すると

見込まれる損失額を計上して

おります。

⑤　校閉鎖損失引当金

同　左

⑤　校閉鎖損失引当金

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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同　左

(5）重要なリース取引の処理方法

同　左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっており

ます。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同　左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同　左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…デリバティブ取

引（金利スワッ

プ取引） 

ヘッジ対象…市場金利等の変

動によりキャッ

シュ・フローが

変動するもの

（変動金利の借

入金）

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 

同　左

③　ヘッジ方針

資金調達における金利上昇の

影響をヘッジすることを目的

としております。

③　ヘッジ方針

同　左

③　ヘッジ方針

同　左

④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段の指標金利とヘッ

ジ対象の指標金利との変動幅

について相関性を求めること

により行っております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同　左

④　ヘッジの有効性評価の方法

同　左

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の処理方法

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。

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の処理方法

同　左

(7）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の処理方法

同　左

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同

等物）は、手許現金、随時引出可

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

る短期投資からなります。

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同　左

５　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引出可能

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

短期投資からなります。
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

──────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

当中間連結会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。

これによる損益に与える影響はありま

せん。

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は3,960,725千円でありま

す。

中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間財務

諸表は、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

前中間連結会計期間において「資産の

部」に表示しておりました「繰延ヘッ

ジ損失」は、当中間連結会計期間から

税効果調整後の金額を「評価・換算差

額等」の内訳科目の「繰延ヘッジ損益」

として表示しております。

なお、前中間連結会計期間の繰延ヘッ

ジ損失について、当中間連結会計期間

と同様の方法によった場合の金額は

14,229千円であります。

 

 

──────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）により、証券取引法第２条第２項において、投

資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有

価証券とみなすこととされたことに伴い、前中間連結会

計期間まで「出資金」に含めていた投資事業組合への出

資金を、当中間連結会計期間より、「投資有価証券」に

計上しております。この変更により、「投資有価証券」

は41,238千円増加し、「出資金」は同額減少しておりま

す。

 

──────

 

──────

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

前中間連結会計期間において、投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「保証金の差入による支出」及び「保証金の返戻による

収入」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間よ

り区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「保証金の差入による支出」は28,011千円、「保証金の

返戻による収入」は70,868千円であります。

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,087,714千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,121,301千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,124,787千円

※２　担保に供している資産

長期借入金1,424,000千円（１

年以内返済予定額284,000千円

含む）及び短期借入金300,000

千円のため下記の資産を担保に

供しております。

※２　担保に供している資産

長期借入金1,235,000千円（１

年以内返済予定額280,000千円

含む）及び短期借入金500,000

千円のため下記の資産を担保に

供しております。

※２　担保に供している資産

長期借入金1,270,000千円（１

年以内返済予定額260,000千円

含む）及び短期借入金400,000

千円のため下記の資産を担保に

供しております。

建物 376,184千円

土地 2,050,476

計 2,426,661

建物 356,904千円

土地  2,050,476

計 2,407,381

建物 366,282千円

土地 2,050,476

計 2,416,759

３

──────

３　中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しており

ます。

なお、当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期

手形が、中間連結会計期間末残

高に含まれております。

受取手形　　　　　1,204千円

３

──────

４

──────

４　保証金の流動化による遡及義務

100,000千円

４

──────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な

費目と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主要な

費目と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主要な

費目と金額は次のとおりであり

ます。

減価償却費 113,275千円

給料手当 332,169

広告宣伝費 652,995

減価償却費 187,606千円

給料手当  326,508

広告宣伝費  665,343

支払手数料  220,409

減価償却費 279,712千円

給料手当 671,465

広告宣伝費 1,562,437

支払手数料 426,465

※２　固定資産除却損の内訳 ※２　固定資産除却損の内訳 ※２　固定資産除却損の内訳

建物 1,221千円

車両運搬具 34

器具備品 1,365

原状回復費用 4,538

計 7,159

建物 9,083千円

構築物 1

車両運搬具 101

器具備品 10,932

原状回復費用  13,649

ソフトウェア  920

計 34,688

建物 7,101千円

構築物 1,578

器具備品 11,140

原状回復費用 10,380

ソフトウェア 1,225

車輌運搬具 34

計 31,460
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※３

──────

※３

──────

※３　減損損失

当連結会計年度において、以下

の資産について減損損失を計上

しております。

  用途 場所 種類 減損損失

教材 資格事業
器具備品、
その他

千円
75,109

  当社グループの減損会計適用に

あたっての資産のグルーピング

は、継続的に損益の把握をして

いる単位を基礎として、投資意

思決定を行う際の単位を加味し

て行っております。具体的には、

学習塾部門については拠点校と

傘下各校で構成される県単位、

WAOクリエイティブカレッジに

ついては各校単位、資格事業そ

の他については当該事業を基本

単位としてグルーピングしてお

ります。また、本社建物、設備

等は共用資産としてグルーピン

グしております。

収益性の悪化により、回収可能

価額が帳簿価額を下回った上記

資産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（75,109千円）と

して特別損失に計上しておりま

す。減損損失の内訳は、器具備

品70,309千円、その他4,800千

円であります。

なお、当該資産グループの回収

可能額は使用価値により測定し

ておりますが、割引前将来

キャッシュ・フローがマイナス

であるため割引率の記載を省略

しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 8,600 － － 8,600

合計 8,600 － － 8,600

自己株式

普通株式  （注） 536 0 － 536

合計 536 0 － 536

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 72,574 9.0 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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中間期末残

高と中間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中間期末残

高と中間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９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金

勘定
1,730,754千円

預入期間が

３ヶ月を超え

る定期預金

－

現金及び現金

同等物
1,730,754

現金及び預金

勘定
1,167,465千円

預入期間が

３ヶ月を超え

る定期預金

 －

現金及び現金

同等物
 1,167,465

預金及び預金

勘定
984,471千円

預入期間が

３ヶ月を超え

る定期預金

－

現金及び現金

同等物
984,471
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

１　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額

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、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額

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、減損損失累

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）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

器具備
品

1,240,004 680,849 15,840 543,313

車両運
搬具

36,112 13,701 － 22,410

ソフト
ウェア

17,032 12,010 2,577 2,443

合計 1,293,148 706,562 18,418 568,167

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

器具備
品

1,046,972 438,742 5,595 602,634

車両運
搬具

45,917 21,232 － 24,685

ソフト
ウェア

10,837 5,697 105 5,034

合計 1,103,727 465,672 5,701 632,354

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備
品

1,017,208 509,999 8,920 498,288

車両運
搬具

38,187 17,178 － 21,009

ソフト
ウェア

18,390 11,857 211 6,321

合計 1,073,786 539,034 9,131 525,619

２　未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定中間期

末残高

未経過リース料中間期末残高相当額

２　未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定中間期

末残高

未経過リース料中間期末残高相当額

２　未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高 

未経過リース料期末残高相当額

１年内 243,286千円

１年超 368,799

合計 612,085

１年内 234,764千円

１年超 427,656

合計 662,420

１年内 214,323千円

１年超 340,069

合計 554,392

リース資産減損勘定中間期末残高

18,418千円

リース資産減損勘定中間期末残高

5,701千円

リース資産減損勘定期末残高

9,131千円

３　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及

び支払利息相当額

３　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及

び支払利息相当額

３　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及

び支払利息相当額

支払リース料 170,573千円

リース資産減損

勘定の取崩額
9,287

減価償却費相当額 144,257

支払利息相当額 13,359

支払リース料 138,705千円

リース資産減損

勘定の取崩額
3,430

減価償却費相当額 124,380

支払利息相当額 10,841

支払リース料 327,396千円

リース資産減損

勘定の取崩額
18,574

減価償却費相当額 291,987

支払利息相当額 24,966

４　減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

(1）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。

(2）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。

４　減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

(1）減価償却費相当額の算定方法

同　左

(2）利息相当額の算定方法

同　左

４　減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

(1）減価償却費相当額の算定方法

同　左

(2）利息相当額の算定方法

同　左

  （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失は

ありません。
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 2,122 15,833 13,710

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他    

投資事業有限責任組合出資金 11,511 10,765 △746

計 13,634 26,599 12,964

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 20,400

優先株式 100,000

投資事業有限責任組合出資金 30,472

計 150,872

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 2,122 20,087 17,965

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他    

投資事業有限責任組合出資金 3,386 3,038 △348

計 5,508 23,125 17,616
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２　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 20,400

優先株式 100,000

投資事業有限責任組合出資金 20,867

計 141,267

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 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 2,122 21,118 18,995

小計 2,122 21,118 18,995

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
   

その他 3,988 3,714 △273

小計 3,988 3,714 △273

計 6,111 24,833 18,722

　（注）　その他は、投資事業有限責任組合出資金であります。

２　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 20,400

優先株式 100,000

投資事業有限責任組合出資金 23,157

計 143,557

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いております。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いております。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いております。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

  
教育事業
（千円）

 
その他の事業
（千円）

 
計

（千円）
 
消去又は全社
（千円）

 連結（千円）  

　売上高            

(1）外部顧客に対する売上高  7,478,623  337,239  7,815,862  －  7,815,862  

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
 7,000  472,704  479,705  (479,705) －  

計  7,485,623  809,944  8,295,567  (479,705) 7,815,862  

営業費用  6,047,884  719,856  6,767,741  154,619  6,922,360  

営業利益  1,437,739  90,087  1,527,826  (634,324) 893,502  

            

　（注）１　事業区分は、事業内容によって区分しております。

２　各事業区分に属する主要な製品の区分

(1）教育事業…………幼児、小・中学生、高校生を対象としたスクール事業、小・中学生、高校生を対象とし

た家庭教師派遣事業及び大学生・社会人等を対象としたCGクリエイター・IT技術者など

資格取得に向けたスクール事業

(2）その他の事業……上記教育事業に係る印刷物の企画、印刷及び出版事業、インターネット上でのコンテン

ツの企画・販売事業、デジタルコンテンツの制作・販売事業

３　営業費用には、損益計算書における営業費用に加え、販売費及び一般管理費が含まれております。

４　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は617,754千円であり、親会社本社の

管理部門に係る経費であります。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

  
教育事業
（千円）

 
その他の事業
（千円）

 
計

（千円）
 
消去又は全社
（千円）

 連結（千円）  

　売上高            

(1）外部顧客に対する売上高  7,560,390  372,485  7,932,875  －  7,932,875  

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
 7,090  391,897  398,988  (398,988) －  

計  7,567,481  764,383  8,331,864  (398,988) 7,932,875  

営業費用  6,547,743  728,741  7,276,485  314,206  7,590,691  

営業利益  1,019,737  35,641  1,055,379  (713,195) 342,183  

            

　（注）１　事業区分は、事業内容によって区分しております。

２　各事業区分に属する主要な製品の区分

(1）教育事業…………幼児、小・中学生、高校生を対象としたスクール事業、小・中学生、高校生を対象とし

た家庭教師派遣事業及び大学生・社会人等を対象としたCGクリエイター・IT技術者など

資格取得に向けたスクール事業

(2）その他の事業……上記教育事業に係る印刷物の企画、印刷及び出版事業、インターネット上でのコンテン

ツの企画・販売事業、デジタルコンテンツの制作・販売事業

３　営業費用には、損益計算書における営業費用に加え、販売費及び一般管理費が含まれております。

４　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は716,764千円であり、親会社本社の

管理部門に係る経費であります。
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

  
教育事業
（千円）

 
その他の事業
（千円）

 
計

（千円）
 

消去又は全社
（千円）

 連結（千円）  

　売上高            

(1）外部顧客に対する売上高  14,948,374  681,755  15,630,129  －  15,630,129  

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
 14,047  1,418,440  1,432,488  (1,432,488) －  

計  14,962,421  2,100,195  17,062,617  (1,432,488) 15,630,129  

営業費用  12,682,808  1,902,911  14,585,720  (63,926) 14,521,793  

営業利益  2,279,612  197,284  2,476,897  (1,368,561) 1,108,335  

            

　（注）１　事業区分は、事業内容によって区分しております。

２　各事業区分に属する主要な製品の区分

(1）教育事業…………幼児、小・中学生、高校生を対象としたスクール事業、小・中学生、高校生を対象とし

た家庭教師派遣事業及び大学生・社会人等を対象としたCGクリエイター・IT技術者など

資格取得に向けたスクール事業

(2）その他の事業……上記教育事業に係る印刷物の企画、印刷及び出版事業、インターネット上でのコンテン

ツの企画・販売事業、デジタルコンテンツの制作・販売事業

３　営業費用には、損益計算書における営業費用に加え、販売費及び一般管理費が含まれております。

４　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,268,821千円であり、親会社本社

の管理部門に係る経費であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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 494円65銭 490円63銭 480円34銭

１株当たり中間(当期)純利益 56円02銭 19円96銭 47円50銭

 

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額につ

いては、潜在株式が存在し

ないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額につ

いては、潜在株式が存在し

ないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在し

ないため記載しておりませ

ん。

　（注）　１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間(当期)純利益    

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間(当期)純

利益（千円）
452,200 160,934 383,362

普通株式の期中平均株式数

（株）
8,071,536 8,063,545 8,069,956

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（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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