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１． 平成 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                           （百万円未満は切捨て表示） 

 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 ５，７２３ （ 3.6） ６７ （ － ） １２ （ － ）

17 年 9月中間期 ５，５２５ （  6.5） △９０ （ － ） △１０４ （ － ）

1 8 年 3 月期 １２，５５８ （ 7.4） １，１８８ （ 48.4） １，１７９ （ 41.7）

 

 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 △１２９ （ － ） △１３ ５４ － － 

17 年 9月中間期 △３１５ （ － ） △３４ １０ － － 

1 8 年 3 月期 ３７５ （ 15.3） ３８ ５０ － － 

（注）1．持分法投資損益 18 年 9月中間期△2百万円、17年 9月中間期△2百万円、18年 3月期△27百万円 

2．期中平均株式数（連結） 

18 年 9月中間期 9,556,687 株、17 年 9月中間期 9,260,540 株、18 年 3月期 9,358,689 株 

   3．会計処理方法の変更    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、対前年中間期増減率 

 (2) 連結財政状態 

 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 ９，７８０ ４，３７１ ４４．７ ４５７ ４６

17年 9月中間期 ８，２０７ ３，５５８ ４３．４ ３８４ ３６

1 8 年 3 月期 １０，４３５ ４，４１６ ４２．３ ４６０ ５３

(注) 期末発行済株式数（連結） 

18 年 9月中間期 9,556,687 株、17 年 9月中間期 9,258,087 株、18 年 3月期 9,556,687 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 9月中間期 △７４９ △５９８ ３２４ １，２１５ 

17 年 9月中間期 △５１２ △２５７ △６９ ８２１ 

1 8 年 3 月期 １，５３７ △１，０１８ ５９ ２，２４０ 

 (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

  連結子会社数 2社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数 8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． 18 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 １３，４８６ １，４１１ ５０６ 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）   52 円 99 銭 

※ 上記の予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざま

な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
当該予想に関する事項については、添付資料の 6～7ページをご参照ください。 
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企業集団の状況 
当社グループは、当社（株式会社ウィザス）および子会社 3社（株式会社ブリーズ、株式会社

ハーモニック、株式会社トマティスジャパン）、並びに関連会社 9社（株式会社第一プログレス、

株式会社ユーデック、株式会社ＳＲＪ、株式会社ウィルシステム、株式会社キャリアナビ、ユニ・

チャームエデュオ株式会社、株式会社日本速脳速読協会、株式会社佑学社、株式会社ビーアイテ

ィー）により構成されています。当中間連結会計期間のグループ会社の異動状況は、平成 18 年 6

月 1日付けで株式会社トマティスジャパンを設立（当社持分比率 86.9％）し、子会社として当社

グループに加わりましたが、事業開始初年度で、業績に与える影響が軽微で重要性が乏しいため、

連結の範囲から除外しております。 

〔当社グループ会社の概要〕 

 広告代理業グループ会社（2社） 
株式会社ブリーズは大阪を中心とした西日本地域で広告代理業を中心とした事業を行っており、

株式会社第一プログレスは首都圏を中心とした地域で、広告代理業、出版事業等を主たる業務と

した事業活動を行っております。当社の生徒募集を含めた広告宣伝・人材募集企画、当社が使用

する各種教材の制作や印刷物等、それぞれの地域で当社との連携を深め、効果的な生徒募集戦略

にも寄与しております。 

 教育関連グループ会社（8社） 
株式会社ユーデックは中学受験を中心とした教育関連事業を行っており、当社の中学受験指導

部門と連携を図っております。株式会社佑学社は、大阪府内で学習塾を経営しておりますが、当

社の学習塾事業部門とのノウハウの共有化を通じて、お互いの教務内容の充実を図るべく関係を

緊密化しております。株式会社 SRJ は、株式会社日本速脳速読協会と代理店契約を締結し、主に

速読等右脳開発用トレーニングソフトの開発や販売活動を展開しており、当社の校舎においても

右脳開発コースを取り入れ、当社と緊密な取引を行っております。また、当中間連結会計期間よ

り当社グループに加わりましたトマティスジャパンは、聴覚・心理・音声等を取入れた右脳開発

に関するカウンセリングセンターの開設、経営指導、関連器具の販売等を行っております。株式

会社キャリアナビは、当社および共同出資企業の塾生や一般の方を対象に、主にボキャブラリー

英語検定資格試験の販売を中心とした教育事業を行っております。ユニ・チャームエデュオ株式

会社は、ユニ・チャーム株式会社との間で設立したもので（平成 17 年 1 月に株式会社栄光が資

本参加したことにより、両社の持株比率は 44.44％になっております）、9才以下の幼児を対象と

した才能開発教育、小学校受験準備教室、小学校低学年指導教室等を首都圏を中心に展開してお

ります。株式会社ハーモニックは、茨城県高萩市に、内閣府による構造改革特区を活用して株式

会社による広域通信制単位制高等学校を設立しましたが、その通信制高校を運営する当社の

100％子会社であります。 

 その他のグループ会社（1社） 
株式会社ウィルシステムは北海道地区を中心にコンピュータ技術者の企業への派遣、ソフトウ

ェア開発等の事業を行っております。（なお、ＩＴ関連事業を行っておりました株式会社ビーア

イティーは現在休眠状態にあるため、持分法適用除外としております。）

添 付 資 料 
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右脳開発事業の経

営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務他

速読等ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄの販売

聴覚等のｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

ｾﾝﾀｰの開設、経営

（右脳開発関連事業 3社） 

《その他のグループ会社》 1 社

教務指導ﾉｳﾊｳの共有化 学習塾の運営 

広告代理店営業

出版事業 

学習塾事業、高認・サポート校事業等の経営 

代理店契約 

ソフトウェアの開発 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ技術者の派遣 

関西日曜教室の展開 

書籍の販売 

ﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰ検定試験の実施

書籍の販売 

幼児教室の運営 

生徒募集 

通信制高校の運営

生徒募集 

広告代理店営業

中学受験用テスト販売 

教材・書籍の販売 

ﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰ検定試験の販売

書籍の販売 

右脳学習教材（速読）の販売

校舎運営のノウハウ 

社員の出向 

サポート校の提携 

通信制高校のサポート校運営 

〔首都圏〕 

〔関西圏〕 
生徒募集・人材募集広告の発注

各種教材・印刷物の発注 

生徒募集広告の企画・立案 

各種イベントの企画・立案 

 

当 
 
 

社 

※株式会社 ブリーズ 

株式会社 第一プログレス 

《広告代理業グループ会社》 2 社 

※株式会社 ハーモニック 

ユニ・チャームエデュオ 株式会社

株式会社 S R J 

株式会社 キャリアナビ 

株式会社 ユーデック 

《教育関連グループ会社》 8 社 

株式会社 ウィルシステム 

一 
 
 
 

般 
 
 
 

企 
 
 
 

業 
 

・  

個 
 
 
 

人 
 
 
 

顧 
 
 
 

客 
 
 
 

等 

※印 連結子会社 

☆印 非連結子会社 

無印 関連会社で持分法適用会社

株式会社 日本速脳速読協会

株式会社 佑学社 

☆株式会社 トマティスジャパン

以上の企業集団等の関係を図示すれば以下のようになります。 
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経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社グループの経営の基本方針は、学校教育の単なる補充や副産物としてではなく、「日

本の教育の変革に寄与し、歴史に残る民間教育機関の構築を通じて社会への貢献を目指す」

ことを掲げ、そのことを通じて「将来にわたって成長し続ける経営」の実現を果たそうとす

るものであります。そのために私たちは具体的な方針として 

① 現行の学校教育制度の中で、履修内容をより確かに理解・定着を図るための洗練された教

育システムの構築。 

② 現行の学校教育では対応できない教育分野での独自のプログラムとノウハウの確立。 

③ 「教育の場の多様化」に応えるための広域通信制単位制高等学校の運営、高認試験指導、

サポート校教育、留学教育等の分野での類のない完成度の高い教育の確立。 

等の方針を掲げ、これらの実践を通じてより一層の経営基盤の強化を図り、株主・顧客・社

員にその成果を高いレベルで還元できる企業づくりを目指しております。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと考えており、会社の競争力の維持・強

化をしつつ株主資本の充実を図る一方、これまでも積極的かつ安定的な利益還元を実施して

まいりました。今後もこれまでの方向性を基本方針として継続していく予定ですが、当業界

を取り巻く厳しい競争に対処するための内部留保の充実にも十分留意しながら、利益配分の

決定をしてまいります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は個人投資家を含め、多くの投資家の方々に投資していただきやすい環境を整備する

ことは重要なことと考えております。また、個人の資産運用としての株式市場のウエイトは

ますますその重要性を増しており、当社といたしましてもより一層多くの個人投資家の増加

に寄与するために、投資単位の引き下げは重要なファクターであるとこれまで認識し検討を

加えてまいりました。この方針を受けて平成 17 年 12 月 1 日に、１単元の株式の数について

1,000 株から 100 株への引下げを行っております。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、日本に他に例のない独自の民間教育機関の構築を掲げ、そのための新たな教育シ

ステム等の研究や事業展開の可能性を模索しつつ事業の拡大を図り、利益を伸ばす計画を立

案しておりますが、目標とする経営指標につきましては、減損会計が導入され投下資本の効

率性を重要視する観点からＲＯＡ指標を重要視しております。具体的なＲＯＡの目標数値は

設定しておりませんが、ＲＯＡ指標の構成要素である売上高経常利益率の改善については特

に重要と考え、15％達成を一つの目処として目標に掲げております。その中でも人件費の占

める割合が非常に大きい業種であり、かつそれが利益に与える影響が大きいため、売上高人

件費比率については教務の質のバランスを図りつつ重大な関心をもって経営に当たっており
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ます。なお、資本コストに対するパフォーマンスの観点からＲＯＥ、ＥＶＡ等の指標につき

ましても関心は持っておりますが、現在のところ、特にそれら指標につきましては具体的な

数値目標の設定は行っておりません。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

少子化傾向の継続による一層の選別化が進むなか、当教育業界においても競合が激化し、

優勝劣敗の色彩が濃くなり業界再編もますます進むものと予測しております。そのような流

れのもと、教育サービス関連分野を中心に、Ｍ＆Ａ・業務提携・資本提携・新会社設立等も

含め、積極的な市場の開発と新しい業態・サービスの構築を目指してまいります。既存事業

では、学習塾事業におきましては高校生部門の一層の拡大と地域に適合した教育ニーズ対応

による競争力強化のための展開を進めて参ります。また、高認・サポート校事業におきまし

ては、子会社の直営による通信制高校事業とリンクさせ「日本で最大で唯一の不登校・中退

生のためのトータルな自立支援機能をもった教育機関」としての強みを活かすことによる市

場占有率の拡大を重要な中長期的な経営戦略と位置づけております。通信制高校事業におき

ましては、他の通信制高校との差別化を図るため、特色あるカリキュラムを授業に加えてお

りますが、これまでの普通科の通信制高校から総合学科の通信制高校への変更を目指してお

ります。このことにより生徒の幅広い興味・関心・進路の希望を満たし、他校との一層の差

別化を図っていこうとするものであります。 

また、キャリア教育の導入により、既存事業では生徒の学習意欲の喚起や競合会社との差

別化を図るとともに、既存のリソースとの結合により、キャリア教育をベースとする新規事

業の立上げを模索しており、中長期的に一つの柱に育てるべく、その内容について検討・吟

味を加えているところであります。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

学習塾事業におきましては、学校教育では対応できない多様なニーズに対する教育ノウハ

ウの確立、および競合が激化する同業他塾との一層の差別化と高校生確保対策、大阪府の学

区再編に対応した施策と事前準備、高認・サポート校・通信制高校事業では、高認・サポー

ト校（第一高等学院）と通信制高校（ウィザス高校）の教務・募集面での連携強化、高認コ

ースと高認試験合格後の大学受験コースとの一貫指導システムの構築、効果的なＷｅｂサイ

トの構築や中学・高校との親密な関係強化による効率的な生徒確保対策、通信制高校（ウィ

ザス高校）におきましては、総合学科開設に向けた諸準備、在籍生徒数増加に伴う高萩本校

におけるスクーリング対応、等が対処すべき重要な課題であると認識しております。 

 

 (6) 親会社等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システ
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ムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 

 

(8) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

① 当中間連結会計期間の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の回復を背景にした設備投資の増加や

雇用情勢の改善、また個人消費も堅調に推移し、引続き着実な回復基調を辿っていますが、一

方、原油などの素材価格の高騰による影響や、住宅投資の減速傾向に代表される米国経済の先

行き不透明感等の不安材料も抱えたまま推移いたしました。このような情勢のなか、当社グル

ープを取り巻く当中間連結会計期間における事業環境は、学力低下や学校内の諸問題に対する

公教育への生徒・保護者の不信感・不安感から、公教育の教育改革が重要な課題として認識さ

れつつあるなか、多様なニーズに対応できる民間教育機関に対する期待は一層高まりつつあり

ます。その一方、民間教育機関での競合におきましては、顧客ニーズに的確に応えられる、よ

りきめ細かな対応による企業間の競争が一層激化しております。 

このような事業環境のもと、当社グループは引き続き業容の拡大を図るべく教育事業セグメ

ントごとの競合に対応して、教育サービスの質的向上と保護者・生徒満足度向上に注力して取

組んでまいりました。特に前連結会計年度より開校した連結子会社による通信制高校の経営は

当初の予想を上回る水準で在籍生徒数は増加しており、当社グループの業績に寄与しておりま

す。 

当中間連結会計期間における主要な事業分野別の状況は次のとおりであります。 

小・中・高校生対象の学習塾事業におきましては、当連結会計期間における主要取組みとし

まして以下の内容を掲げ、取組んでおります。 

a． 大阪府の公立高校学区再編に対応した難関高校の合格実績確保に向けた取組み 

b． 小学校英語必修化に対応した特色ある英語コースの導入やキャリア教育・将来設計指導教

育の導入による競合他塾との差別化 

c． 当塾の各ブランドを 1 箇所に集結した独立校舎化の推進による地域競合力の強化を目的と

した拠点校展開 

以上の取組みは当連結会計期間の業績に直ちに直結するものではありませんが、学習塾事業

におきましては生徒・保護者の継続的な支持により、期中平均生徒数は前年同期比較で 371 名

増加し、売上高は 31 億 6百万円（対前年同期比 3.6％増）となりました。利益面では「目標と

する経営指標」で重要なファクターと認識しております人件費効率の向上等の効果により、前

年同期と比較して、人件費総額を抑制することができました。その結果、営業利益は 4 億 54

百万円（対前年同期比 39.8％増）で金額比較で 1億 29 百万円の増益となりました。 

高認・サポート校・通信制高校事業におきましては、当連結会計期間における主要取組みと

しまして以下の内容を掲げ、取組んでおります。 
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a． サポート校部門と通信制高校部門との緊密かつ効率的な連携による連結運営の徹底と、生

徒募集シナジーの拡大 

b． サポート校専門校舎と近隣の第一高等学院（高認指導校舎）との統合による経営の効率化 

c． ウィザス高校の総合学科開講対応と、新コースの設置による教育内容の拡充によるウィザ

スグループ全体の入学者数の増加対策 

以上の取組みの結果としまして、期中平均生徒数は前年同期比較で 494 名増加しましたが、

サポート校生の授業料体系において低額コースを導入したことと、授業料が低額の通信コース

の生徒の増加割合が多く占めたことにより、生徒数の増加はあったものの売上高は 24 億 44 百

万円（前年同期比 5.0％増）という結果になりました。利益面では、高等部と近隣高認校の統

合は、地代家賃は勿論のこと、人件費においても相当の効率化が図れたこと、また通信制高校

部門でもすでに上半期で営業利益を計上できたこと（計画では下半期から黒字化）が奏功し、

営業利益は 1億 98 百万円（対前年同期比 54.3％増）で、金額比較で 69 百万円の増益となりま

した。 

以上の結果としまして、当中間連結会計期間における当社グループ全体の連結売上高は 57

億 23 百万円（前年同期比 3.6％増）、経常利益は 12 百万円（前年同期は 1億 4百万円の経常損

失）、中間純損失は 1億 29 百万円（前年同期は 3億 15 百万円の中間純損失）となりました。 

 

② 通期の見通し 

今後の経済状況の見通しは、原油価格の高騰や米国経済の減速懸念といった先行きの不透明

感はあるものの、景気の上昇基調は緩やかではありますが引き続き継続するものと推察されま

す。当業界におきましては、大規模塾間の競合が一段と激しさを増しており、Ｍ＆Ａを含めた

業界再編、企業統合の動きがより顕著になっていくものと思われます。 

このような状況のなか、当社は創業 31 年目に入り、新創業 1年目という意識で、これまでの

蓄積してきたノウハウ等は継承しつつも、より高いレベルでの教育サービス提供を実現するた

めの新たな企業理念の浸透・企業文化の構築にむけての活動を展開しております。 

学習塾事業におきましては、大阪府の公立高校学区再編に対応した難関高校の合格実績確保

に向けた取組みとして前下半期にＳｕｒ（シュール）合格指導会というブランド名で 3 校立ち

上げましたが、当上半期にも 1 校立上げ、来春の難関校合格実績確保に向けて指導面で一層の

注力をしてまいります。併せて、小学校英語必修化を先取りした小学校英語コースの充実、キ

ャリア教育・将来設計指導教育の導入により、他社との差別化を図ってまいります。また、拠

点校としての独立校舎建設は大阪南部で 1 校がほぼ完了し、この冬期講習会から授業を開始い

たします。これ以外にも数校、来期の開設に向けてほぼ建設予定地の確保を済ませております

が、新たな候補地の調査も併せて進めてまいります。 

高認・サポート校・通信制高校事業におきましては、前期からの継続的な課題ではあります

が高認・サポート校部門と通信制高校部門とのより一層の効率的な連携の徹底を図り、中学・

高校の学校訪問を通じて、学校との太いパイプを構築し外部からも高い評判を得られる教育機

関を目指してまいります。更に、準備を進めておりますウィザス高校の総合学科開講に伴う新

コースの設置により教育内容の拡充を図り、ウィザスグループ全体の入学者数の増加施策を講
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じてまいります。 

これらの取組みの結果といたしまして、通期における当社グループの業績見通しは、売上高

134 億 86 百万円（前期比 7.4％増）、経常利益 14 億 11 百万円（前期比 19.6％増）、当期純利益

5億 6百万円（前期比 35.0％増）の増収増益を見込んでおります。 

 

（注1） 事業部門別の営業利益につきましては、統括支援本部等の管理部門経費（5 億 61 百万

円、前中間連結会計期間は 5億 7百万円）は配賦させておりません。 

（注2） 記載金額には消費税等は含んでおりません。 

 

(2) 財政状態 

〔資産、負債、純資産の状況〕 

① 資産の部 

当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度に比べ 6億 55 百万円減少し、97

億 80 百万円（前年同期比 19.2％増）となりました。流動資産では、現金および預金が 10 億

24 百万円、授業料等未収入金が 3 億 27 百万円減少しておりますが、固定資産では、新規校

舎建設に係る建設仮勘定を含んだ有形固定資産が 1 億 78 百万円、ソフトウェア関連の無形

固定資産が 98 百万円、投資有価証券の時価評価等により 3億 92 百万円、それぞれ増加して

おります。 

② 負債の部 

当中間連結会計年期間末における負債の額は、前連結会計年度に比べ6億11百万円減少し、

54 億 8 百万円（前年同期比 16.3％増）となりました。流動負債で、短期借入金が 4億 75 百

万円増加し、買掛金が 1億 62 百万円、未払法人税等が 3億 46 百万円、前受金が 5億 76 百万

円減少したことが主な要因です。 

③ 純資産の部 

当中間連結会計年期間末における純資産の額は、前連結会計年度に比べ 44 百万円減少し、

43 億 71 百万円（前年同期比 22.9％増）となりました。これは主に中間純損失の計上に伴う

利益剰余金が 2億 49 百万円減少し、投資有価証券の時価評価に伴う、その他の有価証券評価

差額金が 2億 5百万円増加したためであります。 

〔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（以下「資金」という。）は、12 億 15

百万円で、前中間連結会計期間末に比べ 3 億 94 百万円増加（前年同期比 48.1％増）してお

ります。 

当中間連結会計期間における連結ベースのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は 7億 49 百万円（前年同期に比

べ 2億 37 百万円の増加）となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失 77 百万

円の計上に対して、非資金取引として、減価償却費 2億 6百万円の計上と、資金取引として、
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売上債権の減少による収入 2億 85百万円があったものの、前受金の減少 5億 76百万円、

仕入債務の減少 1 億 62 百万円、法人税等の支払額 4 億 24 百万円による支出が大きく影

響いたしました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は 5億 98 百万円（前年同期に比

べ 3 億 40 百万円の増加）となりました。これは主に校舎の移転、統合に伴う固定資産の取

得による支出 3 億 30 百万円、ソフトウェアの取得による支出 1 億 7 百万円、投資有価証券

の取得による支出 55 百万円によるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における財務活動の結果得た資金は 3 億 24 百万円（前年同期は、69

百万円の支出）となりました。これは主に借入金の実行による収入 4 億 30 百万円を得た一

方で、配当金の支払による支出１億 5百万円があったためであります。 

 

〔キャッシュ・フロー指標〕 

 平成 17 年 9月中間期 平成 18 年 9月中間期 平成 18 年 3月期 

自己資本比率（％） 43.4 44.7 42.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 68.1 51.3 69.2 

債務償却年数（年） － － 1.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
－ － 96.3 

（注）指標の算式は次のとおりであります。 

・ 自己資本比率：株主資本／総資産 

平成 18 年 9 月中間期については、(純資産の部合計－新株予約権－

少数株主持分)／総資産 

・ 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・ 債務償却年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

・ 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、何れも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出してお

ります。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち

利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、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。 

※平成 17 年 9 月中間期と平成 18 年 9 月中間期の債務償却年数及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 

 

 



 9

(3) 事業等のリスク 

本資料に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な

影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなものがあります。なお、本資料における将

来に関する事項は、現時点において当社が判断したものであり、また、以下に記載したリス

クは主要なもので、これらに限られるものではありません。 

① 学習塾業界の競合について 

構造的な少子化傾向が継続するなか、当社グループと同様に教育事業を展開する大小の集

団指導塾、個別指導塾が乱立し、市場規模の縮小とあいまって企業間競争が一段と激化して

おります。これまでは地域ごとの地元塾との競合が中心でありましたが、近年、関東・東海

地区の有力学習塾がこれまでの地盤を超えて新たな地域に参入してきており、出店場所が当

社の展開地域と重なった場合には、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。 

② 人材確保について 

当社グループでは業種の特性上、人材そのものが重要な経営資源と言えますが、当社では

約 500 名の専任教員と 1,700 名を超える非常勤講師を雇用しております。しかし、今後優秀

な教員の継続的確保や育成が困難になった場合、出店計画の支障や、サービスの質の低下の

影響等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 高等学校の運営について 

当社グループは政府による構造改革特区により、株式会社による広域通信制単位制高等学

校の設立認可を受けましたが、高等学校の運営経験はまだ浅く、細心の注意を払い運営にあ

たりますが、今後想定外のマイナスの事態が発生する可能性があり、その場合には内容によ

り当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。 

④ 個人情報の取扱いについて 

当社グループでは現在在籍している生徒及びその家族の方々、並びに卒業者を含めると

莫大な数の個人情報を有しております。その取扱いについては対策の一環として、平成 18

年３月にプライバシー・マークの取得をするとともに、社内規程の「個人情報保護基本規程」

に則り保護対策に努めておりますが、何らかの原因により個人情報が流出した場合には、当

社グループは信用を失い、業績に影響を受ける可能性があります。 

⑤ 業績の季節変動について 

当社グループでは四半期業績推移の特徴としまして、季節講習会や収益に貢献する特別行

事等が実施されない第１四半期につきましては、収益が固定経費をカバーできないために営

業損失が発生する構造となっております。すなわち、学習塾事業部門におきましては第２四

半期から第４四半期にかけては、季節講習会（夏期、冬期、春期）や特別ゼミ（夏期集中ゼ

ミ、大晦日集中ゼミ等）及び教材収入（９月・下半期分、３月・上半期分一括計上）などの

要因により、また、高認・サポート校・通信制高校事業部門におきましても第４四半期は教

材収入や施設利用収入が年間分一括して計上されることから、第２四半期から第４四半期に

かけて、とりわけ第４四半期において利益を確保する構造となっています。しかしながら、

第４四半期は新年度生募集や学年更新の状況次第といった不確定要因が多く、かつ利益に与

える影響が大きいため、その結果によって業績の通期予想数値が変動する要因となります。 
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中間連結財務諸表等 

１．中間連結貸借対照表 
 （単位：千円、％、単位未満切捨て） 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

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 日現在区 分 
注
記
番
号 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（資産の部）     %    %    %

Ⅰ．流動資産       

1．現金及び預金 828,051  1,222,931  2,247,134  

2．受取手形及び売掛金 15,041  64,525  22,624  

3．授業料等未収入金 75,444  79,211  406,500  

4．たな卸資産 61,260  86,998  57,646  

5．繰延税金資産 168,964  190,272  124,478  

6．その他 326,609  337,738  270,432  

貸倒引当金 △14,039  △49,677  △26,185  

流動資産合計 1,461,330 17.8 1,932,000 19.8 3,102,630 29.7

Ⅱ．固定資産        

1．有形固定資産 ※１       

(1) 建物及び構築物 ※２ 1,860,917  1,886,011  1,827,986  

(2) 土地 ※２ 715,345  715,345  715,345  

(3) その他  110,622  302,345  181,651  

有形固定資産 計  2,686,885 32.8 2,903,702 29.7 2,724,983 26.1

2．無形固定資産        

(1) 営業権  1,500  －  －  

(2) ソフトウェア  356,295  370,795  351,219  

(3) その他  88,743  136,611  57,509  

無形固定資産 計  446,539 5.4 507,407 5.2 408,729 3.9

3．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  958,112  1,796,133  1,403,444  

(2) 長期貸付金  145,869  239,453  236,566  

(3) 差入保証金及び敷金  1,287,550  1,322,698  1,323,470  

(4) 保険積立金  493,681  543,584  529,745  

(5) 前払年金費用  91,280  178,397  167,391  

(6) 繰延税金資産  407,102  146,641  324,542  

(7) その他  100,735  163,466  98,637  

貸倒引当金  △10,466  △60,184  △6,709  

投資その他の資産 計  3,473,866 42.3 4,330,192 44.2 4,077,090 39.1

固定資産合計 6,607,290 80.5 7,741,302 79.1 7,210,803 69.1

Ⅲ．繰延資産  

1．創立費  741 445  593

2．開業費  136,637 106,273  121,455

3．社債発行費  1,200 －  －

繰延資産合計 138,578 1.7 106,718 1.1 122,048 1.2

資産合計 8,207,199 100.0 9,780,021 100.0 10,435,482 100.0
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 （単位：千円、％、単位未満切捨て） 
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

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 日現在区 分 

注
記
番
号 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（負債の部）  % % %

Ⅰ．流動負債   

1．支払手形及び買掛金  114,926 93,954  256,522

2．短期借入金 ※２ 917,040 1,493,040  1,017,440

3．未払金  252,803 390,541  442,940

4．未払法人税等  56,598 63,847  409,862

5．未払消費税等  36,234 28,299  54,733

6．前受金  1,856,116 1,962,729  2,539,239

7．賞与引当金  228,831 226,279  182,754

8．その他  95,877 199,171  112,408

流動負債合計  3,558,429 43.4 4,457,864 45.6 5,015,901 48.1

Ⅱ．固定負債   

1．社債  500,000 500,000  500,000

2．長期借入金 ※２ 174,440 20,000  65,520

3．退職給付引当金  373,435 393,951  395,560

4. 再評価に係る繰延税金負債  － 309  309

5．その他  42,477 36,116  42,168

固定負債合計  1,090,353 13.2 950,377 9.7 1,003,558 9.6

負債合計  4,648,782 56.6 5,408,242 55.3 6,019,460 57.7

（資本の部）   

Ⅰ．資本金  1,299,375 15.8 －  1,299,375 12.5

Ⅱ．資本剰余金  1,517,236 18.5 －  1,589,377 15.2

Ⅲ．利益剰余金  2,488,805 30.3 －  3,128,813 30.0

Ⅳ．土地再評価差額金  △1,297,766 △15.8 －  △1,297,766 △12.4

Ⅴ．その他有価証券評価差額金  12,009 0.2 －  41,178 0.3

Ⅵ．自己株式  △461,242 △5.6 －  △344,955 △3.3

資本合計  3,558,417 43.4 －  4,416,022 42.3

負債資本合計  8,207,199 100.0 －  10,435,482 100.0

   

（純資産の部）   

Ⅰ．株主資本    

1．資本金  － 1,299,375 13.3 －

2．資本剰余金  － 1,589,377 16.3 －

3．利益剰余金  － 2,879,484 29.4 －

4. 自己株式  － △344,955 △3.5 －

株主資本合計  － 5,423,281 55.5 －

Ⅱ．評価・換算差額等    

1． その他有価証券評価差額金  － 246,264 2.5 －

2．土地再評価差額金  － △1,297,766 △13.3 －

評価・換算差額等合計  － △1,051,502 △10.8 －

純資産合計  － 4,371,779 44.7 －

負債純資産合計  － 9,780,021 100.0 －
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２．中間連結損益計算書 

 （単位：千円、％、単位未満切捨て）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日

至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 日 至 平成 18 年 3月 31 日
区 分 

注
記
番
号 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

  % % %

Ⅰ．売上高  5,525,243 100.0 5,723,932 100.0 12,558,048 100.0

Ⅱ．売上原価  4,669,322 84.5 4,636,992 81.0 9,325,715 74.3

売上総利益  855,921 15.5 1,086,940 19.0 3,232,333 25.7

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※１ 946,312 17.1 1,019,067 17.8 2,043,741 16.3

営業利益又は営業損失（△）  △90,391 △1.6 67,872 1.2 1,188,591 9.4

Ⅳ．営業外収益   

1．受取利息  1,758 5,206  4,621

2．受取配当金  5,102 5,502  5,834

3．投資有価証券売却益  853 438  35,839

4．イベント協力金収入  5,310 5,080  －

5. 営業譲渡による収入  － 4,450  －

6. 還付消費税等  － －  13,048

7．その他  5,235 8,897  17,830

営業外収益 計  18,261 0.3 29,575 0.5 77,173 0.6

Ⅴ．営業外費用   

1．支払利息  7,689 6,814  15,659

2．支払手数料  533 1,620  2,112

3．持分法による投資損失  2,361 2,784  27,954

4．社債発行費償却  1,200 －  2,400

5. 開業費償却  15,648 15,648  31,296

6．貸倒引当金繰入額   － 56,269  －

7．その他  4,510 2,306  6,536   

営業外費用 計  31,942 0.6 85,443 1.5 85,960 0.7

経常利益又は経常損失（△）  △104,072 △1.9 12,004 0.2 1,179,805 9.3

Ⅵ．特別利益   

1．貸倒引当金戻入額  3,996 2,873  5,003

2．固定資産売却益  － 2,816  481

3．投資有価証券売却益   － －  33,500

特別利益 計  3,996 0.1 5,689 0.1 38,984 0.3

Ⅶ．特別損失   

1．固定資産除却損 ※２ 73,503 74,670  94,005

2．会員権評価損  － 1,600  －

3. 役員退職慰労金  13,955 9,624  13,955

4．減損損失 ※３ 254,520 2,737  266,804

5．その他  18,810 6,957  24,903

特別損失 計  360,789 6.5 95,590 1.7 399,668 3.1

税金等調整前中間純損失（△）

又は税金等調整前当期純利益 
 △460,865 △8.3 △77,896 △1.4 819,121 6.5

法人税、住民税及び事業税  42,274 0.8 83,379 1.5 524,961 4.2

法人税等調整額  △187,322 △3.4 △31,870 △0.6 △80,952 △0.6

中間純損失（△）又は当期純

利益 
 △315,817 △5.7 △129,405 △2.3 375,112 2.9
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３．中間連結剰余金計算書 

（単位：千円、％、単位未満切捨て）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日

至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 日 至 平成 18 年 3月 31 日
区 分 

金 額 金 額 金 額 

（資本剰余金の部） 

Ⅰ．資本剰余金期首残高 1,517,236 － 1,517,236 

Ⅱ. 資本剰余金増加高    

1.自己株式処分差益 － － 72,141 

Ⅲ．資本剰余金中間期末 

（期末）残高 
1,517,236 － 1,589,377 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ．利益剰余金期首残高 3,022,415 － 3,022,415 

Ⅱ．利益剰余金増加高    

1．当期純利益 － － 375,112 

 － － 375,112 

Ⅲ．利益剰余金減少高    

1．中間純損失  315,817 － － 

2．配当金 74,098 － 125,019 

3．役員賞与 14,730 － 14,730 

4．土地再評価差額金取崩額 128,964 － 128,964 

 533,610 － 268,714 

Ⅳ．利益剰余金中間期末 

（期末）残高 
2,488,805 － 3,128,813 
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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） （単位：千円、単位未満切捨て） 
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 1,299,375 1,589,377 3,128,813 △344,955 5,672,611

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 (注) △105,123  △105,123

役員賞与 (注) △14,800  △14,800

中間純利益 △129,405  △129,405

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 － － △249,329 － △249,329

平成 18 年 9月 30 日残高 1,299,375 1,589,377 2,879,484 △344,955 5,423,281

 

  （単位：千円、単位未満切捨て） 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価差額金

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年 3月 31 日残高 41,178 △1,297,766 △1,256,588 4,416,022

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △105,123

役員賞与 (注)  △14,800

中間純利益  △129,405

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） 
205,086 － 205,086 205,086

中間連結会計期間中の変動額合計 205,086 － 205,086 △44,242

平成 18 年 9月 30 日残高 246,264 △1,297,766 △1,051,502 4,371,779

(注)平成 18 年 6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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５．中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円、単位未満切捨て）

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日

 至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 日 至 平成 18 年 3月 31 日

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間純損失（△）又は税金等

調整前当期純利益 
△460,865 △77,896 819,121 

減価償却費 191,886 206,107 407,622 

社債発行費償却 1,200 － 2,400 

創立費償却 148 148 296 

開業費償却 15,648 15,648 31,296 

持分法による投資損失 2,361 2,784 27,954 

固定資産除却損 26,909 40,901 38,760 

会員権評価損 － 1,600 － 

保険解約損 － － 1,530 

役員退職慰労金 13,955 9,624 13,955 

減損損失 254,520 2,737 266,804 

営業譲渡による収入 － △4,450 － 

貸倒引当金の増加額又は減少額（△） △4,806 77,802 7,081 

賞与引当金の増加額又は減少額（△） 42,814 43,524 △3,262 

退職給付引当金の増加額又は減少額（△） 12,148 △1,608 34,273 

前払年金費用の増加額（△）又は減少額 △5,026 △11,006 △81,137 

受取利息及び受取配当金 △6,861 △10,708 △10,455 

支払利息 7,689 6,814 15,659 

有形固定資産売却益 － △1,886 △481 

無形固定資産売却益 － △929 － 

投資有価証券売却益 △853 △438 △69,339 

投資有価証券評価損 － 1,769 － 

売上債権の増加額（△）又は減少額 327,299 285,387 △11,339 

たな卸資産の増加額（△）又は減少額 15,704 △29,118 19,314 

その他資産の増加額（△）又は減少額 38,917 △58,786 96,621 

仕入債務の増加額又は減少額（△） △158,831 △162,567 △17,235 

前受金の増加額又は減少額（△） △623,625 △576,510 59,497 

その他負債の増加額又は減少額（△） △92,503 △61,940 132,847 

役員賞与の支払額 △14,730 △14,800 △14,730 

小計 △416,900 △317,798 1,767,056 

    

利息及び配当金の受取額 6,947 8,702 10,644 

利息の支払額 △7,609 △6,534 △15,969 

役員退職慰労金の支払額 △13,955 △9,624 △13,955 

法人税等の支払額 △80,607 △424,338 △209,781 

営業活動によるキャッシュ・フロー △512,125 △749,593 1,537,994 
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 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日

 至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 日 至 平成 18 年 3月 31 日

区  分 金 額 金 額 金 額 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金預入による支出 △7,006 △7,008 △14,013 

定期預金払戻による収入 7,005 7,007 14,012 

有形固定資産の取得による支出 △122,277 △330,485 △313,089 

有形固定資産の売却による収入 － 5,808 4,812 

無形固定資産の取得による支出 △55,493 △107,885 △81,590 

無形固定資産の売却による収入 1,400 930 1,400 

投資有価証券の取得による支出 △82,801 △55,362 △702,791 

投資有価証券の売却による収入 3,202 11,519 290,124 

貸付金の実行による支出 △50,000 △42,500 △165,200 

貸付金の回収による収入 3,009 5,927 7,474 

差入保証金及び敷金等の増加額（△） 

又は減少額 
86,404 772 50,485 

その他投資活動による収入 4,075 8,185 13,120 

その他投資活動による支出 △45,511 △95,891 △122,759 

投資活動によるキャッシュ・フロー △257,991 △598,982 △1,018,015 

    

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 600,000 800,000 2,000,000 

短期借入金の返済による支出 △300,000 △200,000 △1,500,000 

長期借入金の返済による支出 △293,520 △169,920 △502,040 

自己株式の売却による収入 － － 189,300 

自己株式の取得による支出 △2,058 － △2,930 

親会社による配当金の支払額 △74,098 △105,707 △125,019 

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,677 324,372 59,309 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 － － － 

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額又は 
減少額（△） △839,794 △1,024,203 579,288 

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 1,660,838 2,240,127 1,660,838 

Ⅶ．現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 821,044 1,215,923 2,240,127 
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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 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日 項目 

至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 日 至 平成 18 年 3月 31 日 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数     2 社 （イ）連結子会社の数   2 社 連結子会社の数     2 社 

 連結子会社 連結子会社 連結子会社 

 ㈱ブリーズ ㈱ブリーズ ㈱ブリーズ 

 ㈱ハーモニック ㈱ハーモニック ㈱ハーモニック 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）主要な非連結子会社の名称

等 

主要な非連結子会社 

㈱トマティスジャパン 

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は事業開始後間も

なく、合計の総資産、売上高、中

間純損益（持分に見合う額）、利

益剰余金（持分に見合う額）等は、

何れも中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、連

結の範囲から除外しております。

 

────── 

 

２．持分法の適用に関する （イ）持分法適用の非連結子会 （イ）持分法適用の非連結子会 （イ）持分法適用の非連結子会 

事項 社数 社数 社数 

 なし 同左 同左 

 （ロ）持分法適用の関連会社数 （ロ）持分法適用の関連会社数 （ロ）持分法適用の関連会社数 

 7 社 8 社 8 社

 ㈱ユーデック ㈱ユーデック  ㈱ユーデック 

 ㈱第一プログレス ㈱第一プログレス  ㈱第一プログレス 

 ㈱ウィルシステム ㈱ウィルシステム  ㈱ウィルシステム 

 ㈱ＳＲＪ ㈱ＳＲＪ  ㈱ＳＲＪ 

 ㈱キャリアナビ ㈱キャリアナビ  ㈱キャリアナビ 

 ユニ・チャームエデュオ㈱ ユニ・チャームエデュオ㈱  ユニ・チャームエデュオ㈱

 ㈱日本速脳速読協会 ㈱日本速脳速読協会  ㈱日本速脳速読協会 

  ㈱佑学社  ㈱佑学社 

 

持分法適用会社のうち、中

間決算日が中間連結決算日と

異なる会社は 4 社（㈱第一プ

ログレス、㈱ウィルシステム、

㈱キャリアナビ、㈱日本速脳

速読協会）ありますが、㈱第

一プログレス、㈱キャリアナ

ビ及び㈱日本速脳速読協会に

ついては、同社の中間会計期

間に係る中間財務諸表を使用

し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については

必要な調整を行っておりま

す。また、㈱ウィルシステム

については、中間連結決算日

現在で実施した仮決算に基づ

く中間財務諸表を使用してお

ります。 

持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる

会社は 5社（㈱第一プログレス、

㈱ウィルシステム、㈱キャリアナ

ビ、㈱日本速脳速読協会、㈱佑学

社）ありますが、㈱第一プログレ

ス、㈱キャリアナビ及び㈱日本速

脳速読協会ついては、同社の中間

会計期間に係る中間財務諸表を、

また、㈱佑学社については、同社

の決算期である 4 月末までの６

ケ月間の数値を使用し、中間連結

決算日との間に生じた重要な取

引については必要な調整を行っ

ております。また、㈱ウィルシス

テムについては、中間連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく

中間財務諸表を使用しておりま

す。 

㈱佑学社は、平成 17 年 10 月の

第三者割当増資により 10,000 株

を引受け、持分割合が 29.4%とな

ったため、持分法適用会社となり

ました。 

持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社は 5

社（㈱第一プログレス、㈱ウィル

システム、㈱キャリアナビ、㈱日

本速脳速読協会、㈱佑学社）あり

ますが、㈱第一プログレス、㈱キ

ャリアナビ、㈱日本速脳速読協会

及び㈱佑学社ついては、同社の事

業年度に係る財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要

な取引については必要な調整を

行っております。また、㈱ウィル

システムについては、連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。

 

（ハ）持分法を適用しない関連会

社（㈱ビーアイティー）は、

休眠状態であり、かつ、重要

性がないため、持分法適用範

囲から除外しております。 

（ハ） 同左 

 

 

 

 

（ハ） 同左 

 

 

 

 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 

すべて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。 

同左 すべて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 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日 項目 

至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 日 至 平成 18 年 3月 31 日 

４．会計処理基準に関する事 （イ）重要な資産の評価基準及び （イ）重要な資産の評価基準及び （イ）重要な資産の評価基準及び

項 評価方法 評価方法 評価方法 

 (1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 

中間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）によっておりま

す。 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（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）によっております。

 

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）によっております。

 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 
移動平均法による原価法

によっております。 

同左 

 

同左 

 

 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

 教材 教材 教材 

 
先入先出法による原価法

によっております。 

同左 

 

同左 

 

 商品・貯蔵品 商品・貯蔵品 商品・貯蔵品 

 
最終仕入原価法によって

おります。 

同左 

 

同左 

 

 
（ロ）重要な減価償却資産の減価

償却方法 

（ロ）重要な減価償却資産の減価

償却方法 

（ロ）重要な減価償却資産の減価

償却方法 

 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 

 定率法を採用しております。 同左 同左 

 

ただし、平成 10 年 4 月 1

日以降に取得した建物（建物

付属設備は除く）について

は、定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

  

 建物及び構築物 5～50 年   

 その他     3～20 年   

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 定額法を採用しております。 同左 同左 

 

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、販売用のソフ

トウェアについては、見込販

売数量に基づき償却を行っ

ております。 

 

 

 

 

 

 

 （ハ）重要な繰延資産の処理方法 （ハ）重要な繰延資産の処理方法 （ハ）重要な繰延資産の処理方法

 (1)社債発行費  (1)社債発行費  (1)社債発行費  

 
3 年の均等償却で処理す

る方法を採用しております。

────── 

 

3年の均等償却で処理する

方法を採用しております。 

 (2)開業費、創立費  (2)開業費、創立費  (2)開業費、創立費  

 
5 年の均等償却で処理す

る方法を採用しております。

同左 同左 

 

 （ニ）重要な引当金の計上基準 （ニ）重要な引当金の計上基準 （ニ）重要な引当金の計上基準 

 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

 

債権の貸倒に備えるた

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。 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 
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 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

項目 自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日 

 至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 日 至 平成 18 年 3月 31 日 

４．会計処理基準に関する事 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

項 

 

 

 

従業員の賞与支給に充て

るため、支給対象期間に応じ

た支給見積額を計上してお

ります。 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務および

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。

なお、過去勤務債務は、

そ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（5年）による定

額法により、費用処理してお

ります。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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および

年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

なお、過去勤務債務は、

そ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（5年）による定

額法により、また、数理計算

上の差異は発生年度におい

てそれぞれ費用処理してお

ります。 

 
（ホ）重要なリース取引の処理方

法 

（ホ）重要なリース取引の処理方

法 

（ホ）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 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 （ヘ）重要なヘッジ会計の方法 （ヘ）重要なヘッジ会計の方法 （ヘ）重要なヘッジ会計の方法 

 (1)ヘッジ会計の方法  (1)ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理 ────── 繰延ヘッジ処理 

 

なお、金利スワップにつ

いて特例処理の要件を満た

しているため、特例処理を採

用しております。 

 

なお、金利スワップについて

特例処理の要件を満たしている

ため、特例処理を採用しておりま

す。 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象  (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 

借入金支払利息を対象に

金利スワップ取引によりヘ

ッジを行っております。 

 

借入金支払利息を対象に金

利スワップ取引によりヘッジを

行っております。 

 (3)ヘッジ方針  (3)ヘッジ方針 

 

より安定的な条件による

資金調達のため、金利情勢に

応じて変動金利と固定金利

とのスワップ取引を行うも

のとしております。 

 

より安定的な条件による資

金調達のため、金利情勢に応じて

変動金利と固定金利とのスワッ

プ取引を行うものとしておりま

す。 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法  (4)ヘッジ有効性評価の方法 

 

リスク調達手段となるデリ

バティブのリスク量が、リス

ク管理方針に定められた許容

リスク量の範囲内に収まって

いるかどうか、かつ、ヘッジ

対象となる金利リスクが減殺

されているかどうかを検証す

ることにより、ヘッジの有効

性を評価しております。ただ

し、特例処理によっている金

利スワップについては、有効

性の評価を省略しておりま

す。 

 

リスク調達手段となるデリバ

ティブのリスク量が、リスク管

理方針に定められた許容リスク

量の範囲内に収まっているかど

うか、かつ、ヘッジ対象となる

金利リスクが減殺されているか

どうかを検証することにより、

ヘッジの有効性を評価しており

ます。ただし、特例処理によっ

ている金利スワップについて

は、有効性の評価を省略してお

ります。 
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 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

項目 自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日 

 至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 日 至 平成 18 年 3月 31 日 

４．会計処理基準に関する事

項 

（ト）その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

（ト）その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

（ト）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 
税抜方式を採用しており

ます。 

同左 

 

同左 

 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっ

ております。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 
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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 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日 

至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 日 至 平成 18 年 3月 31 日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、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））及び「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。これにより減損損失を

254,520 千円計上しておりますが、同時

に対象資産の減価償却費が 14,955 千円

減少しております。この結果、営業損失

および経常損失が 14,955 千円減少し、税

金等調整前中間純損失が 239,564 千円増

加しております。 

なお、減損損失累計額については、改

正後の中間連結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除しております。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、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））及び「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。これ

により減損損失266,804千円を特別損失に

計上すると同時に減価償却費は 27,056 千

円減少しております。この結果、営業利益

および経常利益が 27,056 千円増加し、税

金等調整前当期純利益が239,747千円減少

しております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。 

────── 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第 5号 平成 17年 12月 9

日）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

計基準適用指針第 8号 平成 17年 12月 9

日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は 4,371,779 千円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、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。 

────── 

──────  (役員賞与に関する会計基準) 

 当中間連結会計期間より、持分法適用の

関連会社において、「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成 17

年 11 月 29 日 企業会計基準第４号）を適

用しております。 

なお、役員賞与は通期の業績を基礎とし

て算定しており、当中間連結会計期間にお

いて合理的に見積もることが困難なため、

計上しておりません。 

────── 
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追加情報 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日 

至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 日 至 平成 18 年 3月 31 日 

投資事業組合等出資関係 

「証券取引法等の一部を改正する法律」

(平成 16 年 6 月 9 日法律第 97 号)により投

資事業組合やこれに類する組合の出資につ

いては有価証券とみなされることになった

ため、前連結会計年度より「投資有価証券」

に含めて表示しております。なお、投資事

業組合やこれに類する組合の出資は当中間

連結会計期間末は 262,500 千円であります

が、前中間連結会計期間末は 105,000 千円

を投資その他の資産の「その他」として表

示しております。 

 

────── ────── 

売上原価、販売費及び一般管理費の区分 

従来、校の維持運営に携わっていた情報

システム部の費用は売上原価に計上してお

りましたが、新システムの全社統一稼動を

機に、業務内容を見直した結果、会社全体

の運営に携わる業務が増していることか

ら、当中間連結会計期間より販売費及び一

般管理費として計上することといたしまし

た。この結果、当中間連結会計期間の売上

原価が 48,943 千円減少し、販売費及び一般

管理費が同額増加しております。 

────── 

 

 

 

売上原価、販売費及び一般管理費の区分 

従来、校の維持運営に携わっていた情

報システム部の費用は売上原価に計上

しておりましたが、新システムの全社統

一稼動を機に、業務内容を見直した結

果、会社全体の運営に携わる業務が増し

ていることから、当連結会計年度より販

売費及び一般管理費として計上するこ

とといたしました。この結果、当連結会

計年度の売上原価が98,374千円減少し、

販売費及び一般管理費が同額増加して

おります。 

 

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 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

（平成 17 年 9月 30 日） （平成 18 年 9月 30 日） （平成 18 年 3月 31 日） 

※1．有形固定資産の減価償却累計額は 

1,774,153 千円であります。 

※1．有形固定資産の減価償却累計額は 

1,924,661 千円であります。 

※1．有形固定資産の減価償却累計額は 

1,844,009 千円であります。 

※2．担保提供資産 ※2．担保提供資産 ※2．担保提供資産 

 建物 637,012 千円   建物 387,892 千円  建物 614,988 千円

 土地 521,490 千円   土地 342,462 千円  土地 521,490 千円

 計 1,158,502 千円   計 730,355 千円  計 1,136,479 千円

（対応債務） （対応債務） （対応債務） 
短期借入金 200,000 千円 短期借入金 800,000 千円 短期借入金 400,000 千円 

一年以内返済

予定長期借入

金 

132,000 千円 

一年以内返済

予定長期借入

金 

32,000 千円 

一年以内返済

予定長期借入

金 

32,000 千円 

長期借入金 52,000 千円 長期借入金 20,000 千円 長期借入金 36,000 千円 

３．保証債務 ３．保証債務 ３．保証債務 

金融機関との契約に基づく従業員貸付

金制度の従業員借入額に対する債務保証

額が 9,491 千円あります。 

金融機関との契約に基づく従業員貸付

金制度の従業員借入額に対する債務保証

額が 3,453 千円あります。 

金融機関との契約に基づく従業員貸付

金制度の従業員借入額に対する債務保証

額が 4,876 千円あります。 
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（中間連結損益計算書関係）   

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日 

至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 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及

び金額は下記の通りであります。 

※1．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は下記の通りであります。 

※1．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は下記の通りであります。 

広告宣伝費 432,980 千円  広告宣伝費 436,494 千円 広告宣伝費 1,052,367 千円

給与手当 112,416 千円  給与手当 112,880 千円 給与手当 203,454 千円

賞与引当金繰入額 11,843 千円  賞与引当金繰入額 13,013 千円 賞与引当金繰入額 9,846 千円

退職給付費用 8,517 千円  退職給付費用 7,955 千円 退職給付費用 1,466 千円

貸倒引当金繰入額 957 千円  貸倒引当金繰入額 33,603 千円 貸倒引当金繰入額 16,941 千円

※2．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※2．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※2．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

   建物の除却 629 千円  

建物付属設備の除却 23,942 千円  建物付属設備の除却 29,230 千円 建物付属設備の除却 34,042 千円

器具及び備品の除却 793 千円  構築物の除去 3,909 千円 構築物の除去 1,378 千円

建物賃貸借契約の解約

による敷引金の除却 
2,173 千円  器具及び備品の除却 1,735 千円 器具及び備品の除却 925 千円

建物賃貸借契約の解約

による原状回復工事 
46,593 千円  

建物賃貸借契約の解約

による敷引金の除却 
3,637 千円

建物賃貸借契約の解約

による敷引金の除却 
2,224 千円

   
建物賃貸借契約の解約

による原状回復工事 
33,768 千円

建物賃貸借契約の解約

による原状回復工事 
55,245 千円

   その他 1,757 千円 その他 189 千円

計 73,503 千円 計 74,670 千円 計 94,005 千円

 

※3．減損損失 

 当中間連結会計期間において、地価の下落

及び業績の低迷などにより収益性が悪化し

ている資産グループについて減損損失を計

上しました。 

用途 場所 種類 
減損 

損失 

 

教場 

 

大阪市 

他 28 校 

 

建物付属

設備他 

千円 

 

135,710 

賃貸 

物件 

山梨県 

1 物件 

土地、建物

他 

 

82,443 

遊休 

資産 

三田市 

他2物件 

土地  

36,366 

 当社グループは、キャッシュフローを生み

出す最小単位である教場を主としてグルー

ピングしております。また、遊休資産につい

ては当該資産単独でグルーピングしており

ます。教場については帳簿価額を回収可能価

額（0 円）まで減額し、賃貸物件については

割引率 4.2％とした使用価値をもとに、遊休

資産については公示価額による正味売却価

額をもとに、それぞれ減損損失を計上してお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

※3．減損損失 

 当中間連結会計期間において、業績の低迷

により収益性が悪化している資産グループに

ついて減損損失を計上しました。  

用途 場所 種類 
減損 

損失 

 

教場 

 

大 阪 府

他 1校 

 

建物付属

設備他 

千円 

 

 2,737 

当社グループは、キャッシュフローを生み

出す最小単位である教場を主としてグルーピ

ングしており、帳簿価額を回収可能価額（0

円）まで減額し、減損損失を計上しておりま

す。 

その内訳は、建物附属設備 2,210 千円、器

具及び備品 250 千円、長期前払費用 276 千円

であります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3．減損損失 

 当連結会計年度において、地価の下落及び

業績の低迷などにより収益性が悪化してい

る資産グループについて減損損失を計上し

ました。 

用途 場所 種類 
減損 

損失 

 

教場

 

大阪市 

他 35 校 

 

建物付属

設備他 

千円 

 

147,994

賃貸

物件

山梨県 

1 物件 

土地、建物

他 

 

82,443

遊休

資産

三田市 

他2物件 

土地  

36,366

 当社グループは、キャッシュフローを生み

出す最小単位である教場を主としてグルー

ピングしております。また、遊休資産につい

ては当該資産単独でグルーピングしており

ます。教場については帳簿価額を回収可能価

額（0 円）まで減額し、賃貸物件については

割引率 4.2％とした使用価値をもとに、遊休

資産については公示価額による正味売却価

額をもとに、それぞれ減損損失を計上してお

ります。 

その内訳は、建物 193,619 千円、構築物

1,209 千円、器具及び備品 14,103 千円、土地

47,206 千円、長期前払費用 10,665 千円であ

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 

 
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 9,556,687 － － 9,556,687

合計 9,556,687 － － 9,556,687

自己株式  

普通株式 883,313 － － 883,313

合計 883,313 － － 883,313

 

２．配当に関する事項 

(1)配当支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

1 株当たり 

配当金（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 105,123 11 平成 18 年 3 月 31 日 平成 18 年 6 月 30 日 

 

(2)基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当金の原資

1株当たり

配当金（円）
基準日 効力発生日 

平成 18 年 11 月 17 日 

取締役会 
普通株式 52,561 利益準備金 5.5 平成 18 年 9月 30 日 平成 18 年 12 月 8日 

 

 

（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 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日 

至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 日 至 平成 18 年 3月 31 日 

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記載されている科

目の金額との関係 

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記載されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に記載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 828,051 千円   現金及び預金勘定 1,222,931 千円 現金及び預金勘定 2,247,134 千円

 
預入期間が 3 ヶ月を

超える定期預金等 
△7,006 千円   

預入期間が3ヶ月を

超える定期預金等 
△7,008 千円

預入期間が3ヶ月を

超える定期預金等 
△7,007 千円

 現金及び現金同等物 821,044 千円   現金及び現金同等物 1,215,923 千円 現金及び現金同等物 2,240,127 千円
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 17 年 4月 １日 自 平成 18 年 4月 １日 自 平成 17 年 4月 １日 

至 平成 17 年 9月 30 日 至 平成 18 年 9月 30 日 至 平成 18 年 3月 31 日 

１．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 

(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 

(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） 

中間期末

残高相当

額 

（千円） 

取得価額

相当額 

 (千円)

減価償却

累 計 額

相当額 

（千円）

中間期末

残 高 相

当額 

（千円）

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）

器具及び備品 352,986 130,734 222,251 器具及び備品 341,622 189,133 152,489 器具及び備品 352,986 165,921 187,064

ソフトウェア 55,045 11,562 43,483 ソフトウェア 55,045 22,671 32,374 ソフトウェア 55,045 17,116 37,928

合計 408,031 142,297 265,734 合計 396,668 211,804 184,864 合計 408,031 183,038 224,993

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等 

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等 

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等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 80,518 千円  １年内 80,473 千円  １年内 80,165 千円  

１年超 189,059 千円  １年超 108,586 千円  １年超 151,002 千円  

合計 269,577 千円  合計 189,059 千円  合計 231,167 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 42,675 千円  支払リース料 42,005 千円  支払リース料 85,350 千円  

減価償却費相当額 40,741 千円  減価償却費相当額 40,129 千円  減価償却費相当額 64,282 千円  

支払利息相当額 2,632 千円  支払利息相当額 1,897 千円  支払利息相当額 4,898 千円  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (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 同左 

(5)利息相当額の算定方法 (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、

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 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 5,070 千円  １年内 10,250 千円  １年内 6,739 千円  

１年超 6,529 千円  １年超 26,058 千円  １年超 12,527 千円  

合計 11,599 千円  合計 36,309 千円  合計 19,266 千円  

 （減損損失について） （減損損失について） （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。 

 リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

 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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（有価証券関係） 

(1)「その他有価証券」で時価のあるもの  

（単位：千円）

前中間連結会計期間末 

（平成17年9月30日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日現在） 

前連結会計年度末 

（平成18年3月31日現在） 

種類 

取得原価 

中間連結貸

借対照表計

上額 

差額 取得原価

中間連結貸

借対照表計

上額 

差額 取得原価 
連結貸借対

照表計上額 
差額 

(1)株式 40,964 59,676 18,711 707,275 1,114,999 407,724 441,334 484,948 43,612

(2)その他 63,623 64,375 751 73,595 74,180 584 63,413 63,322 △91

合計 104,588 124,051 19,462 780,870 1,189,179 408,308 504,749 548,270 43,520

 

 (2)時価評価されていない主な有価証券の内容 

（単位：千円）

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） 種類 

中間連結貸借対照表計上額 中間連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券    

非上場株式 396,690 132,480 396,690 

債券 － 98,159 89,199 

投資事業組合出資金 262,500 168,180 183,723 

 

(デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末 

 ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 

当中間連結会計期間末 

 デリバティブ取引を全く行っていないため該当事項はありません。 

前連結会計年度末 

  ヘッジ会計を摘用しているため該当事項はありません。 

  

(セグメント情報） 

(1) 事業の業種別セグメント情報 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において、全セグメントの売上高の合計お

よび営業利益の合計額に占める「教育事業」の割合がいずれも 90％超であるため、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。 

(2) 所在地別セグメント情報 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において、本邦以外の国、または地域に所

在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

(3) 海外売上高 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項

はありません。 
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生産、受注及び販売の状況 

当社グループは「教育事業」に占める割合が 90%以上であり、かつ、販売形態が教育授業という形態であるため、

生産・受注に該当する取引は発生しておりません。販売の状況につきましては「教育事業」という単一セグメント

であるため、事業の種類別セグメントにかえて事業部門別の売上高を記載しております。 

（単位：千円、単位未満切捨て） 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成17年4月 １日 自 平成18年4月 １日 自 平成17年4月 １日 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日 

期 別 

 

 

事業別 生徒数 金 額 構成比 生徒数 金 額 構成比 生徒数 金 額 構成比

 人 千円 ％ 人 千円 ％ 人 千円 ％

学 習 塾 事 業 14,217 2,999,682 54.3 14,588 3,106,752 54.3 15,130 6,559,310 52.2

高認・ｻ ﾎ ﾟ ｰ ﾄ校・ 

通 信 制 高 校 事 業 
6,306 2,327,800 42.1 6,800 2,444,866 42.7 6,980 5,612,079 44.7

その他の収益事業 512 197,760 3.6 504 172,313 3.0 529 386,658 3.1

計 21,035 5,525,243 100.0 21,892 5,723,932 100.0 22,639 12,558,048 100.0

（注１）当中間連結会計期間の「高認・サポート校･通信制高校事業」部門の通信制高校生徒数は、サポート校コース

を併用受講する生徒の数を除いた通信制高校のみに在籍する生徒数を加えており、その人数は 293 名（前中

間連結会計期間は 72 名）であります。 

（注２）幼児教育事業につきましては、本来「教育事業」に区分すべきものでありますが、重要性が乏しいため、そ

の他の収益事業に含めております。その他の収益事業には、幼児教育事業のほか、健康関連事業、テナント

賃貸事業及び広告代理事業を経営する連結子会社の外部売上等に係る売上高を記載しており、生徒数は幼児

教育事業部門の在籍生徒数を記載しております。 

（注３）生徒数は中間期（通期）期中平均数を記載しております。 

（注４）記載金額には、消費税等は含んでおりません。 

 

（1株当たり情報）   

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成17年4月 １日 自 平成18年4月 １日 自 平成17年4月 １日 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日 

１株当たり純資産額 384.36円 １株当たり純資産額 457.46円 １株当たり純資産額 460.53円

１株当たり中間純損失 34.10円 １株当たり中間純損失 13.54円 １株当たり当期純利益 38.50円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額につきましては、１株当たり中間純損失

が計上されており、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額につきましては、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

（注）1株当たり中間純損失又は当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 自 平成17年4月 １日 自 平成18年4月 １日 自 平成17年4月 １日 

 至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日 

中間純損失（△）又は当期純利益（千円） △315,817 △129,405 375,112 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 14,800 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （14,800） 

普通株式に係る中間純損失（△）又は 

当期純利益（千円） 
△315,817 △129,405 360,312 

期中平均株式数（千株） 9,260 9,556 9,358 
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