
 

平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要 

平成 18 年 11 月 17 日 

会 社 名   株式会社ウィザス               上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号   ９６９６                   本店所在都道府県  大阪府 

（ＵＲＬ http：//www.with-us.co.jp） 

代 表 者   役  職  名  代表取締役社長 

氏    名  堀川 一晃 

問合わせ先   責任者役職名  常務取締役統括支援本部長 

        氏    名  井尻 芳晃     ＴＥＬ （06）6264－4202 

決算取締役会開催日   平成 18 年 11 月 17 日    中間配当制度の有無   有 

中間配当支払開始日   平成 18 年 12 月 8 日    単元株制度採用の有無  有(1 単元 100 株) 

1．平成 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                             （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 ５，２９２ （ 1.8） ３８ （  －） ２ （  －） 

17年9月中間期 ５，２０１ （ 2.1） △６６ （  －） △６０ （  －） 

1 8 年 3 月期 １１，７１３ （ 1.7） １，０８６ （ 39.1） １，１２９ （ 32.1） 

（注）1．期中平均株式数  

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 

   2．会計処理方法の変更    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、対前年中間期増減率 

(2) 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 ９，０８９ ４，２５８ ４６．９ ４４５  ５６ 

17 年 9 月中間期 ７，５２７ ３，５２４ ４６．８ ３８０  ７１ 

1 8 年 3 月 期 ９，４０９ ４，３１１ ４５．８ ４４９  ５６ 

（注）1．期末発行済株式数 

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 

2．期末自己株式数    

18 年 9 月中間期 883,313 株、17 年 9月中間期 1,181,913 株、18 年 3 月期  883,313 株 

2．平成 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 １２，３５４ １，３０８ ４４９ 

（参考） １株当たり予想当期純利益  45 円 47 銭 

3．配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18 年 3 月期 ５．５０ １１．００ １６．５０ 

19 年 3 月期（実績) ５．５０ － 

19 年 3 月期（予想) － ８．００ 
１３．５０ 

 

 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 △１３８ （  －） △１４ ４５  

17年9月中間期 △３１４ （  －） △３３ ９３  

1 8 年 3 月期 ３０５ （ 0.1）  ３１ ０２  

※ 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。 
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中間財務諸表等 
１．中間貸借対照表 

 （単位：千円、％、単位未満切捨て）

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

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 544,877  850,680  1,521,004  

2．売掛金 3,551  53,102  6,095  

3．授業料等未収入金 75,444  75,370  405,810  

4．たな卸資産 61,726  87,494  57,884  

5．前払費用 203,665  203,211  208,494  

6．繰延税金資産 164,941  181,953  119,370  

7．その他 142,293  174,422  138,259  

 貸倒引当金 △14,002  △50,021  △26,812  

流動資産合計 1,182,499 15.7 1,576,214 17.3 2,430,107 25.8

     

Ⅱ．固定資産        

1．有形固定資産 ※１       

(1) 建物 ※２ 1,543,607  1,590,371  1,523,235  

(2) 土地 ※２ 715,345  715,345  715,345  

(3) その他  98,962  291,440  170,644  

有形固定資産 計  2,357,914 31.3 2,597,157 28.6 2,409,224 25.6

2．無形固定資産        

(1) 営業権  1,500  －  －  

(2) 電話加入権  39,520  39,520  39,520  

(3) ソフトウェア  348,064  359,079  340,867  

(4) その他  46,241  94,110  15,008  

無形固定資産 計  435,326 5.8 492,709 5.4 395,395 4.2
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（単位：千円、％、単位未満切捨て）

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

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

3．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  1,148,421  1,985,244  1,597,218  

(2) 会員権  7,100  2,120  3,600  

(3) 長期貸付金  165,373  286,734  277,782  

(4) 差入保証金及び敷金  1,270,174  1,304,334  1,304,903  

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

(6) 長期前払費用  87,375  75,655  87,372  

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

(8) 繰延税金資産  411,811  168,749  347,798  

(9) その他  5,889  84,983  6,998  

投資損失引当金  △120,367  △146,033  △141,017  

貸倒引当金  △10,451  △60,161  △6,705  

投資その他の資産 計  3,550,288 47.2 4,423,609 48.7 4,175,087 44.4

固定資産合計  6,343,530 84.3 7,513,476 82.7 6,979,708 74.2

Ⅲ．繰延資産   

社債発行費  1,200 －  －

 繰延資産合計  1,200 0.0 － － － －

資産合計 7,527,230 100.0 9,089,690 100.0 9,409,815 100.0
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 （単位：千円、％、単位未満切捨て）

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

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．買掛金  27,431 36,472  23,488

2．短期借入金 ※２ 732,000 1,432,000  832,000

3．未払金  296,185 380,611  533,310

4．未払法人税等  50,612 50,648  382,248

5．未払消費税等 ※３ 32,300 17,658  53,480

6．未払費用  54,700 132,868  59,413

7．前受金  1,587,152 1,564,494  2,023,307

8．賞与引当金  220,637 210,102  175,228

9．その他  34,625 57,793  43,486

流動負債合計  3,035,645 40.3 3,882,649 42.7 4,125,963 43.9

Ⅱ．固定負債   

1．社債  500,000 500,000  500,000

2．長期借入金 ※２ 52,000 20,000  36,000

3．退職給付引当金  372,499 392,518  394,322

4．再評価に係る繰延税金負 
債    

 309 309  309

5．その他  42,168 36,116  42,168

固定負債合計  966,977 12.9 948,943 10.5 972,800 10.3

負債合計 4,002,622 53.2 4,831,593 53.2 5,098,763 54.2

   

（資本の部）   

Ⅰ．資本金  1,299,375 17.2 － － 1,299,375 13.8

Ⅱ．資本剰余金   

1.資本準備金  1,517,213 －  1,517,213

2.その他資本剰余金   22 －  72,163

資本剰余金合計  1,517,236 20.2 － － 1,589,377 16.9

Ⅲ．利益剰余金   

1.利益準備金  158,450 －  158,450

2.任意積立金  1,450,000 －  1,450,000

3.中間(当期)未処分利益  846,966 －  1,415,393

利益剰余金合計  2,455,416 32.6 － － 3,023,843 32.1

Ⅳ．土地再評価差額金  △1,297,766 △17.2 － － △1,297,766 △13.8

Ⅴ．その他有価証券評価差額金  11,588 0.1 － － 41,178 0.4

Ⅵ．自己株式  △461,242 △6.1 － － △344,955 △3.6

資本合計 3,524,607 46.8 － － 4,311,052 45.8

負債資本 合計 7,527,230 100.0 － － 9,409,815 100.0
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 （単位：千円、％、単位未満切捨て）

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

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

（純資産の部）  % % %

Ⅰ．株主資本    

1．資本金   － － 1,299,375 14.3 － －

2．資本剰余金    

（1）資本準備金  － 1,517,213  －

（2）その他資本剰余金  － 72,163  －

資本剰余金合計  － － 1,589,377 17.5 － －

3．利益剰余金    

（1）利益準備金  － 158,450  －

（2）その他利益剰余金   

別途積立金  － 1,450,000  －

繰越利益剰余金  － 1,157,352  －

利益剰余金合計  － － 2,765,802 30.4 － －

4．自己株式   － － △344,955 △3.8 － －

株主資本合計  － － 5,309,599 58.4 － －

Ⅱ．評価・換算差額等   

1.その他有価証券評価差額金  － － 246,264 2.7 － －

2.土地再評価差額金  － － △1,297,766 △14.3 － －

 評価・換算差額等合計  － － △1,051,502 △11.6 － －

純資産合計 － － 4,258,097 46.8 － －

負債純資産 合計 － － 9,089,690 100.0 － －
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２．中間損益計算書 
（単位：千円、％、単位未満切捨て）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

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  5,201,193 100.0 5,292,672 100.0 11,713,864 100.0

Ⅱ．売上原価 ※１ 4,396,004 84.5 4,303,585 81.3 8,770,756 74.9

売上総利益  805,189 15.5 989,087 18.7 2,943,108 25.1

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※１ 871,554 16.8 950,275 18.0 1,856,246 15.8

営業利益又は営業損失（△）  △66,365 △1.3 38,811 0.7 1,086,861 9.3

Ⅳ．営業外収益 ※２ 17,510 0.3 29,104 0.5 64,725 0.6

Ⅴ．営業外費用 ※３ 11,408 0.2 65,752 1.2 21,919 0.2

経常利益又は経常損失（△）  △60,263 △1.2 2,164 0.0 1,129,667 9.7

Ⅵ．特別利益 ※４ 4,075 0.1 5,868 0.1 39,063 0.3

Ⅶ．特別損失 ※５ 390,159 7.5 102,696 1.9 452,598 3.9

税引前中間純損失（△）又は 

税引前当期純利益 
 △446,347 △8.6 △94,663 △1.8 716,132 6.1

法人税、住民税及び事業税  36,287 0.6 69,505 1.3 490,398 4.2

法人税等調整額  △168,416 △3.2 △26,052 △0.5 △79,394 △0.7

中間純損失（△）又は当期純利益  △314,218 △6.0 △138,117 △2.6 305,128 2.6

前期繰越利益  1,290,149 －  1,290,149

中間配当額  －  －  50,921

土地再評価差額金取崩額  128,964 －  128,964

中間（当期）未処分利益  846,966 －  1,415,393
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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) 

                                 （単位：千円、単位未満切捨て）  

株主資本 

資本剰余金 
 

資本金 
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成 18 年 3月 31 日残高 1,299,375 1,517,213 72,163 1,589,377

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注）    
 役員賞与（注）     
 中間純利益     
 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 － － － － 

平成 18 年 9月 30 日残高 1,299,375 1,517,213 72,163 1,589,377

 

（単位：千円、単位未満切捨て） 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 

別途積立金
繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本合計

平成 18 年 3月 31 日残高 158,450 1,450,000 1,415,393 3,023,843 △344,955 5,567,640

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注）   △105,123 △105,123  △105,123

 役員賞与（注）   △14,800 △14,800  △14,800

 中間純利益   △138,117 △138,117  △138,117

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 
－ － △258,040 △258,040 － △258,040

平成 18 年 9月 30 日残高 158,450 1,450,000 1,157,352 2,765,802 △344,955 5,309,599
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（単位：千円、単位未満切捨て） 

(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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4,311,052

中間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  △138,117

 株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額  

(純額) 

205,086 － 205,086 205,086

中間会計期間中の変動額合計 205,086 － 205,086 △52,954

平成 18 年 9月 30 日残高 246,264 △1,297,766 △1,051,502 4,258,097
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中間財務諸表作成の基本となる事項 
前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

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．資産の評価基準及び評価  (1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

方法 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

 
移動平均法による原価法

によっております。 

同左 

 

同左 

 

 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 

 

２．固定資産の減価償却の方 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 

法 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      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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．繰延資産の処理方法 社債発行費 社債発行費 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。 

４．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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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

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．引当金の計上基準 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

 

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)投資損失引当金 (3)投資損失引当金 (3)投資損失引当金 

 

関係会社への投資に係る損失

に備えるため、当該投資の回収可

能性を勘案して、必要額を計上し

ております。 

同左 同左 

 (4)退職給付引当金 (4)退職給付引当金 (4)退職給付引当金 

 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務およ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。 

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、当事業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。 

５．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 

 

 

 

 

 

 

６．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。 

 

７．その他中間財務諸表（財 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 

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 
税抜方式を採用しております。

同左 

 

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 当中間会計期間 前事業年度 

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、

営業損失及び経常損失が 14,955 千円減少

し、税引前中間純損失が 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

の中間財務諸表等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) 

 当事業年度より、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

損失を 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、税引前当期純

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

後の財務諸表等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 4,258,097 千円であります。

なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

────── 
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追加情報 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

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、前期末より「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

間期末は 262,500 千円でありますが、前中

間期末は 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、当事業年度よりを販売

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、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 

（中間貸借対照表関係） 

 

 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

（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 

1,754,087 千円であります。 

※1．有形固定資産の減価償却累計額は 

1,872,663 千円であります。 

※1．有形固定資産の減価償却累計額は 

1,806,731 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．消費税等  ※3．消費税等  ※3．    ────── 

仮受消費税等を仮払消費税等と相

殺のうえ未払消費税等として表示して

おります。 

同左 

 

 

 

 

4．保証債務 4．保証債務 4．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。 

また子会社（㈱ハーモニック）の金融

機関からの借入額 307,480 千円に対して

債務保証を行っております。 

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。 

また連結子会社（㈱ハーモニック）の

校舎建設に係る金融機関からの借入額

61,040 千円に対して債務保証を行ってお

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。 

また連結子会社（㈱ハーモニック）の

校舎建設に係る金融機関からの借入額

214,960 千円に対して債務保証を行って

おります。 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

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．減価償却実施額 ※1．減価償却実施額 ※1．減価償却実施額 

有形固定資産 94,726 千円 有形固定資産 104,136 千円 有形固定資産 202,773 千円

無形固定資産 58,262 千円 無形固定資産 64,372 千円 無形固定資産 119,891 千円

   

※2．営業外収益のうち主要なもの ※2．営業外収益のうち主要なもの ※2．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,756 千円 受取利息 2,110 千円 受取利息 4,618 千円

受取配当金 5,102 千円 受取配当金 6,624 千円 受取配当金 7,434 千円

投資有価証券売却益 853 千円 投資有価証券売却益 438 千円 投資有価証券売却益 35,839 千円

イベント協力金収入 5,310 千円 有価証券利息 1,946 千円  

  イベント協力金収入 5,080 千円  

  営業譲渡による収入 4,450 千円  

   

※3．営業外費用のうち主要なもの ※3．営業外費用のうち主要なもの ※3．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,321 千円 支払利息 5,704 千円 支払利息 11,175 千円

社債発行費償却 1,200 千円 貸倒引当金繰入額 56,269 千円 社債発行費償却 2,400 千円

   

※4．特別利益のうち主要なもの ※4．特別利益のうち主要なもの ※4．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入額 4,075 千円 貸倒引当金戻入額 3,500 千円 貸倒引当金戻入額 5,081 千円

  固定資産売却益 2,368 千円 投資有価証券売却益 33,500 千円
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

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 

※5．特別損失のうち主要なもの ※5．特別損失のうち主要なもの ※5．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損  固定資産除却損  固定資産除却損 

 建物賃貸借契約の解約

による原状回復工事 
46,593 千円 

 
建物の除去 629 千円 建物付属設備の除却 34,042 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 

 
建物付属設備の除却 29,230 千円 構築物の除去 1,378 千円

 建物付属設備の除却 23,942 千円  構築物の除去 3,909 千円 器具及び備品の除去 925 千円

 
その他 793 千円 

 
器具及び備品の除去 1,735 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

 
計 73,503 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

による原状回復工事 
55,245 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 その他 189 千円

    その他 1,757 千円 計 94,005 千円

   計 74,670 千円  

 
 

  

役員退職慰労金 13,955 千円 役員退職慰労金 9,624 千円 役員退職慰労金 13,955 千円

投資損失引当金繰入額 29,369 千円 投資損失引当金繰入額 5,016 千円 投資損失引当金繰入額 50,019 千円

減損損失 254,520 千円 減損損失 2,737 千円 減損損失 266,804 千円

当中間会計期間において、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。 

当社は、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。 

 

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 

 当中間会計期間において、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。 

 

当社は、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。 

 

 

 

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 

当事業年度において、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。 

 

当社は、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。 

 

 

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
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（1株当たり情報） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

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 380.71 円 1 株当たり純資産額 445.56 円 1 株当たり純資産額 449.56 円

1 株当たり中間純損失金額 33.93 円 1 株当たり中間純損失金額 14.45 円 1 株当たり当期純利益金額 31.02 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

が存在してい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

てい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。 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

 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（△）又は当期純利益金額（千円） △314,218 △138,117 305,128 

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 ）

普通株主に係る中間純損失（△）又は 

当期純利益（千円） 
△314,218 △138,117 290,328 

期中平均株式数（千株） 9,260 9,556 9,358 
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