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１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）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 7,566 (1.1) 315 (△61.6) 285 (△63.4)

17年９月中間期 7,485 (5.5) 819 (130.3) 779 (121.8)

18年３月期 14,962 (3.3) 954 (41.0) 869 (33.9)

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 115 (△71.4) 14 37

17年９月中間期 404 (－) 50 12

18年３月期 284 (－) 35 30

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 無

③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）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 10,395 4,381 42.2 543 43

17年９月中間期 11,353 4,513 39.8 559 27

18年３月期 10,877 4,344 39.9 538 72

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年９月中間期 536,525株 17年９月中間期 529,325株 18年３月期 536,125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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 15,100 650 260

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　32円　24銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － 6.0 － 9.0 － 15.0

19年３月期（実績） － 7.5 － － － 15.0

19年３月期（予想） － － － 7.5 －  

（注）18年３月期末配当金の内訳　普通配当　６円00銭　記念配当　３円00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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６．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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   1,259,668   873,295   541,241  

２　未収授業料等収入   214,770   211,880   389,448  

３　たな卸資産   195,640   180,256   276,961  

４　前払費用   210,439   215,519   205,054  

５　繰延税金資産   214,378   206,044   293,214  

６　その他   36,028   95,597   72,374  

貸倒引当金   △23,479   △20,778   △37,295  

流動資産合計   2,107,446 18.6  1,761,814 16.9  1,740,999 16.0

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２  1,066,584   1,072,011   1,068,649  

(2）土地 ※２  2,869,709   2,869,709   2,869,709  

(3）その他   816,062   539,375   648,803  

有形固定資産合計   4,752,355 41.9  4,481,096 43.1  4,587,161 42.2

２　無形固定資産   638,477 5.6  493,036 4.7  567,182 5.2

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   177,471   164,393   168,390  

(2）関係会社株式   1,382,481   1,498,774   1,424,524  

(3）破産更生債権等   255,407   36,515   260,318  

(4）繰延税金資産   374,543   308,261   351,791  

(5）保証金   1,665,801   1,509,877   1,826,720  

(6）その他   260,638   180,378   186,810  

貸倒引当金   △261,058   △38,703   △236,227  

投資その他の資産合計   3,855,286 34.0  3,659,496 35.2  3,982,329 36.6

固定資産合計   9,246,119 81.4  8,633,629 83.1  9,136,673 84.0

資産合計   11,353,566 100.0  10,395,444 100.0  10,877,672 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

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

２　１年以内返済予定長期
借入金

※２  637,600   643,600   607,200  

３　１年以内償還予定社債   220,000   220,000   220,000  

４　未払金   323,782   318,046   736,826  

５　未払費用   444,481   315,327   505,980  

６　未払法人税等   212,384   61,669   204,208  

７　未払消費税等   90,228   139,651   73,237  

８　前受授業料等収入   323,081   215,046   298,483  

９　賞与引当金   －   194,985   －  

10　校閉鎖損失引当金   50,720   5,405   101,700  

11　その他   40,839   53,890   50,549  

流動負債合計   3,143,118 27.7  3,067,624 29.5  3,298,185 30.3

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　退職給付引当金   241,991   313,684   281,964  

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

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

６　長期未払金   362,003   225,070   290,916  

７　その他   23,915   7,679   7,289  

固定負債合計   3,696,748 32.5  2,945,871 28.3  3,235,346 29.8

負債合計   6,839,866 60.2  6,013,495 57.8  6,533,532 60.1
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,146,375 10.1  － －  1,146,375 10.5

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金   996,375   －   996,375  

資本剰余金合計   996,375 8.8  － －  996,375 9.2

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金   158,620   －   158,620  

２　任意積立金   1,850,000   －   1,850,000  

３　中間未処分利益   462,452   －   294,382  

利益剰余金合計   2,471,073 21.8  － －  2,303,003 21.1

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  7,713 0.1  － －  11,139 0.1

Ⅴ　自己株式   △107,837 △1.0  － －  △112,752 △1.0

資本合計   4,513,699 39.8  － －  4,344,140 39.9

負債・資本合計   11,353,566 100.0  － －  10,877,672 100.0
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前中間会計期間末
　(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 1,146,375 11.0 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 996,375 －

(2）その他資本剰余金  － － －

資本剰余金合計  － － 996,375 9.6 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 158,620 －

(2）その他利益剰余金     

別途積立金  － 1,850,000 －

繰越利益剰余金  － 337,678 －

利益剰余金合計  － － 2,346,299 22.6 － －

４　自己株式  － － △113,014 △1.1 － －

株主資本合計  － － 4,376,035 42.1 － －

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 － －

評価・換算差額等合計  － － 5,912 0.1 － －

Ⅲ　新株予約権  － － － － － －

純資産合計  － － 4,381,948 42.2 － －

負債純資産合計  － － 10,395,444 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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   7,485,623 100.0  7,566,354 100.0  14,962,421 100.0

Ⅱ　営業費用   4,852,748 64.8  5,290,102 69.9  9,991,996 66.8

営業総利益   2,632,875 35.2  2,276,252 30.1  4,970,425 33.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,812,890 24.2  1,961,079 25.9  4,016,365 26.8

営業利益   819,985 11.0  315,172 4.2  954,059 6.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  12,288 0.1  17,262 0.2  21,267 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  52,577 0.7  47,334 0.6  105,950 0.7

経常利益   779,696 10.4  285,100 3.8  869,377 5.8

Ⅵ　特別利益 ※３  28,904 0.4  36,379 0.5  23,319 0.1

Ⅶ　特別損失 ※4,5  51,338 0.7  32,380 0.4  261,596 1.7

税引前中間（当期）純
利益

  757,262 10.1  289,099 3.8  631,100 4.2

法人税、住民税及び事
業税

 189,100   38,969   241,000   

法人税等調整額  163,608 352,708 4.7 134,258 173,227 2.3 105,192 346,192 2.3

中間（当期）純利益   404,554 5.4  115,871 1.5  284,908 1.9

前期繰越利益   57,898      57,898  

中間配当額   －      48,424  

中間（当期）未処分利
益

  462,452      294,382  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（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
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高　（千円） 1,146,375 996,375 158,620 1,850,000 294,382 2,303,003 △112,752 4,333,001

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － △72,574 △72,574 － △72,574

中間純利益 － － － － 115,871 115,871 － 115,871

自己株式の取得 － － － － － － △262 △262

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － 43,296 43,296 △262 43,034

平成18年９月30日残高　（千円） 1,146,375 996,375 158,620 1,850,000 337,678 2,346,299 △113,014 4,376,035

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高　（千円） 11,139 － 11,139 4,344,140

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － △72,574

中間純利益 － － － 115,871

自己株式の取得 － － － △262

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△657 △4,569 △5,227 △5,227

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△657 △4,569 △5,227 37,807

平成18年９月30日残高　（千円） 10,481 △4,569 5,912 4,381,948
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社出資金

移動平均法に基づく原価法に

よっております。

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式、関連会社株式及び

関連会社出資金

同　左

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式、関連会社株式及び

関連会社出資金

同　左

(2）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）

(2）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）

(2）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

移動平均法に基づく原価法に

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　たな卸資産の評価基準及び評価方

法

教材・貯蔵品

総平均法に基づく原価法によっ

ております。

２　たな卸資産の評価基準及び評価方

法

教材・貯蔵品

同　左

２　たな卸資産の評価基準及び評価方

法

教材・貯蔵品

同　左

３　固定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。

３　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同　左

３　固定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、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。

(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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４　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。

４　繰延資産の処理方法

同　左

４　繰延資産の処理方法

同　左

５　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。

５　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同　左

５　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

給額のうち中間会計期間の負担

額を未払費用（前中間会計期間

末181,859千円）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、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）

──────

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期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、

翌事業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、

当期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、

当期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。

なお、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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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(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

づく中間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

づく当事業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

６　収益計上基準

入会要項に基づいて会員より受け

入れた授業料は在籍期間に対応し

て、また、入会金は入会時に、教

材費は教材引渡時にそれぞれ売上

高に計上しております。

６　収益計上基準

同　左

６　収益計上基準

同　左

７　リース取引の会計処理方法

リース物件の所有権が借主に移転

するものと認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

７　リース取引の会計処理方法

同　左

７　リース取引の会計処理方法

同　左

８　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。

８　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同　左

８　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

９　その他中間財務諸表作成のための

重要な事項

(1）消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

９　その他中間財務諸表作成のための

重要な事項

(1）消費税等の処理方法

同　左

９　その他財務諸表作成のための重要

な事項

(1）消費税等の処理方法

同　左
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中間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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

──────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

当中間会計期間から「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4,386,517千円でありま

す。

中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間財務諸表は、

改正後の中間財務諸表等規則により作

成しております。

前中間会計期間において「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、前中間会計期間の繰延ヘッジ損

失について、当中間会計期間と同様の

方法によった場合の金額は14,229千円

であります。

 

 

──────

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間貸借対照表）

「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そ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。

 

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,054,516千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,061,061千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,097,882千円

※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260,000千円を

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　保証金の流動化による遡及義務

 100,000千円

 ３

──────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 68千円

受取配当金 2,076

受取手数料 5,541

催事配映収入 1,574

保険配当金収入 1,342

受取利息 360千円

受取配当金  2,087

受取手数料  3,438

催事配映収入  3,805

受取利息 139千円

受取配当金  2,076

受取手数料  2,000

催事配映収入  3,746

保険配当金収入  1,342

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 44,678千円

社債利息 4,797

社債発行費 900

投資事業組合投

資損失
565

支払利息 36,535千円

社債利息  4,505

支払利息 82,397千円

社債利息  10,024

社債発行費  900

投資事業組合投

資損失
 7,856

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入

益
28,534千円

貸倒引当金戻入

益
28,736千円

貸倒引当金戻入

益
22,949千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 7,125千円

校閉鎖損失引当

金繰入額
43,262

固定資産除却損 32,380千円 減損損失 111,749千円

固定資産除却損  29,724

校閉鎖損失引当

金繰入額
 94,242

棚卸資産廃棄損  23,086
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※５

──────

※５

──────

※５　減損損失

当事業年度において、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
111,749

  当社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

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、当期減少額

を減損損失（111,749千円）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103,955千円、その他7,794千

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。

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

(1）有形固定資産 109,608千円

(2）無形固定資産 97,494

(1）有形固定資産 183,871千円

(2）無形固定資産  94,461

(1）有形固定資産 302,616千円

(2）無形固定資産  197,617

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（千株）
当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

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。
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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

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

1,204,217 659,830 15,840 528,545

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 1,257,361 685,543 18,418 553,398

 
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

1,022,734 428,974 5,595 588,164

車両運
搬具

45,059 20,982 － 24,077

ソフト
ウェア

10,837 5,697 105 5,034

合計 1,078,631 455,653 5,701 617,277

 
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

984,228 489,794 8,920 485,512

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 1,040,806 518,830 9,131 512,843

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 235,289千円

１年超 361,643

合計 596,933

１年内 227,939千円

１年超 418,880

合計 646,820

１年内 207,952千円

１年超 333,310

合計 541,262

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、

支払利息相当額及び減損損失

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、

支払利息相当額及び減損損失

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、

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 164,831千円

リース資産減損

勘定の取崩額
9,287

減価償却費相当額 138,882

支払利息相当額 12,974

支払リース料 134,256千円

リース資産減損

勘定の取崩額
3,430

減価償却費相当額 120,292

支払利息相当額 10,527

支払リース料 316,197千円

リース資産減損

勘定の取崩額
18,574

減価償却費相当額 281,501

支払利息相当額 24,264

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。

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

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

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。

(2）利息相当額の算定方法

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

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　子会社株式及び関連会社出資金で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

　子会社株式及び関連会社出資金で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年３月31日）

　子会社株式及び関連会社出資金で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間（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。
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