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1.  18 年 11 月中間期の連結業績（平成 18 年６月１日～平成 18 年 11 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11月中間期 4,419 13.5 128 4.0 207 68.4 
17年11月中間期 3,894 － 123 － 123 － 

18年５月 期 8,358  578  525  
 

 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11月中間期 168 130.9 1,616 65 1,599 22 
17年11月中間期 72 － 766 17 － － 

18年５月期 275  2,905 10 － － 

(注) ① 持分法投資損益 18年11月中間期 －百万円 17年11月中間期 －百万円 18年５月期 －百万円 
 ② 期中平均株式数(連結) 18年11月中間期103,948株 17年11月中間期 95,000株 18年５月期 95,000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11月中間期 5,765 1,831 31.4 16,071 39 
17年11月中間期 5,353 541 10.1 5,701 69 

18年５月期 6,080 767 12.2 7,840 62 
 
(注) 期末発行済株式数(連結) 18年11月中間期 112,500株 17年11月中間期 100,000株 18年５月期 100,000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11月中間期 △317 △251 455 796 
17年11月中間期 △19 △156 143 905 

18年５月期 109 △407 261 907 
 
 (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 －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. 19 年５月期の連結業績予想（平成 18 年６月１日～平成 19 年５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 9,697 602 345 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）3,066 円 66 銭 
  ※ 上記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作成したものであります。実際の業績

は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する
事項は添付資料 7ページをご参照下さい。  
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1. 企業集団の状況 
当社グループ（当社および連結子会社）は、当社(株式会社アルク)および子会社 4 社により構成されており、

語学学習者向けに学習支援提供を主な内容とする教育活動をおこなっており、これに関連する通信教材、出版、

研修、情報、ソフトウェア、映像等の製商品・サービスを提供しております。 

当社と当社グループの各会社の関連につきましては、連結子会社 株式会社アルク教育社が当社の企画・制作

する通信教育用教材、出版物および e ラーニング教材の法人顧客向け販売を行っており、連結子会社 株式会社

スペースアルクが当社の運営する web サイトのサーバー等の管理運営を行っております。また、連結子会社 グ

ローバルパートナーズ株式会社、連結子会社 株式会社ワールドリンクは当社の出版物・通信教育用教材を購入

した学習者に対する語学学習の支援の一つとして留学に関する情報提供・サポート支援を行っております。 

当社グループの状況を事業系統図に示すと次のとおりであります。 
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2. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「地球人ネットワークを創る」という理念のもとに、語学学習者向けの雑誌および書籍の

出版、マルチメディア教材の企画制作、e ラーニング教材の企画開発、通信教育用教材の企画制作、

企業内研修受託等の事業活動を展開してまいりました。今後益々グローバル化する社会に語学学習

を通して積極的に貢献していく企業でありたいと考えております。 

そして、語学学習市場の厳しいマーケット競争を乗り越えるために、製品・サービスラインナップ

の充実を図り、新しい顧客満足度の獲得と付加価値の増大を図ってまいります。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は創業以来、成長過程にあるとの現状認識から内部留保の充実を優先させ、これまでは配当を

実施しておりません。しかしながら、当社は株主への利益還元を経営の重要な課題と位置付け、配

当につきましては、各期の経営成績と今後の事業成長に備えるための内部留保の充実を勘案して決

定する基本方針であります。内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応

するため、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える制作開発体制の強化、更には、

グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。 

 

(3) 目標とする経営指標 

当社は、株主資本利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標としております。 

株主重視の経営という観点から、株主価値の向上による財務体質の強化が重要であると認識し、株

主資本利益率（ＲＯＥ）を意識した適正な財務体質の構築、収益の確保に努めていきたいと考えて

おります。 

上記の方針のもと、通期にて株主資本利益率（ＲＯＥ）目標水準は二桁を維持することを目指して

おります。 

 

(4) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、収益の向上と企業体質の更なる強化を図るとともに、「インターネットで語学教育を変え

る」を命題に推進することで、語学教育市場のトップ企業としての地位を確保したいと考えており

ます。このためには、顧客が満足できる様々な新サービス、新製品を積極的に展開する事で、各商

材の市場シェアの確保と顧客の増加による経営基盤の一層の充実を図ってまいります。 

 

(5) 会社の対処すべき課題 

（全社の課題） 

①収益力の強化として、収益部門、成長事業への経営資源の重点配分を行い、低採算事業の縮小、

対策を行ってまいります。 

②新規顧客ならびに既存顧客のニーズ発掘を踏まえた製品開発、販売チャンネルの強化を進めてま

いります。 

③ビジネスチャンスの時を逸しないよう、迅速且つ的確な経営の意思決定を行える体制整備を行っ

てまいります。 

④社員教育、業務提携企業様と、個人情報保護管理体制の強化を、今後も引き続き実施してまいり

ます。 

⑤業務管理体制の見直しを行うことで業務合理化を進めてまいります。 

 

（事業セグメントの課題） 

① 教育事業 

当該事業が属する教育産業においても、市場投入される製品・サービスの増加によって購買層で

ある学習者のニーズが多様化しており、今後益々、営業・制作・開発が一体となり効率のよい事業

体制を構築してまいります。 

デジタルコンテンツにおきましては、任天堂ＤＳ等の新たな携帯端末の出現によってコンテンツ

の提供の仕方も増加傾向にあります。「ネットアカデミー」は第３期まで販売していたプラットフ
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ォーム（販売開始より８年経過）を改定し、ユーザーのインフラ環境に合った機能の拡充、現導入

校からの要望に応えるコンテンツを提供するために、当上半期より新しいプラットフォームを販売

開始いたしました。これについて既に現プラットフォームを導入している各取引先へ新しいプラッ

トフォームへのバージョンアップを推進し、また新しいネットアカデミー用ソフトの開発に注力し

各コースを充実させ、eラーニング市場のシェア強化を図ってまいります。 

② 出版事業 

語学学習市場に出版物を投入する版元が増加し、供給過剰となっております。当社では、一昨年

より推進してきた学習参考書分野の強化と、医学・技術等のより専門性の高い語学学習書を提供す

ることで、他社版元との差別化を推進してまいります。 

③ 研修事業 

国際化人材育成に向けた企業の研修ニーズは大企業において引き続き高いものがあり、研修内容

もより高度化してきております。また、研修対象者の語学レベルも様々で、海外研修メニューのみ

ならず、海外研修可能レベルへの国内での事前研修や講師派遣を行うなど、企業の要望に合わせた

プログラムを構築して他社との徹底した差別化を図ることが重要であります。 

 

(6) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(7) 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。 
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3. 経営成績及び財政状態 

 (1) 経営成績 

①当期の概況 

   当中間連結会計期間におけるわが国経済は、定率減税廃止による可処分所得の低迷など、個人消

費面では減速感が感じられたものの、輸出関連を中心とした企業の業績回復、設備投資意欲の向上

など、全般的にはおおむね好調に推移いたしました。 

このような経済環境のもと、当社グループ（当社および連結子会社）の属する教育業界において

は、大手・中堅出版社による語学関連書籍の出版、新規参入企業による語学系通信教育用教材の市

場投入、また任天堂ＤＳ等の新しい携帯端末を通じたコンテンツの提供も多く、市場全般に活性化

は図られましたが、それによる競争激化の様相を呈し厳しい環境となりました。 

こうした市場での厳しい競争の中で、当社グループといたしましては更に「顧客満足度」の充実

を図るべく積極的な企画・制作を推進し、これまで培ってきたコンテンツを生かし、「アナログか

らデジタルへ」の変革に努めてまいりました。 

以上の結果、当中間連結会計期間における業績は、売上高 4,419 百万円（前中間連結会計期間比

13.5％増）、営業利益 128 百万円（前中間連結会計期間比 4.0％増）、経常利益 207 百万円（前中間

連結会計期間比 68.4％増）、当期中間純利益 168 百万円（前中間連結会計期間比 130.9％増）とな

りました。 

なお、当中間連結会計期間については、特別利益にて処理した前受金の過年度売上高振替額 63 百

万円を計上しております。これは、平成 18 年 10 月付で新顧客管理システムへ旧顧客管理システム

よりデータ移行をした際に個人顧客前受金残高の過年度売上高振替額が判明したものであります。 

②事業の種類別セグメントの業績の状況 

当中間連結会計期間における教育事業については、売上高は前中間連結会計期間比 20.1％増の

2,952 百万円であります。主な増加要因は主力製品である資格通信教育用教材の公式テスト改訂によ

る影響がでたものの、平成 18 年５月初めより開始した通信教育用教材のテキスト一括・随時発送が

開始されたことにより、これまでの分割発送における未出荷分と一括発送分が合わせて会計上の売

上へ計上され、また前連結会計期間より連結子会社化したグローバルパートナーズ株式会社、株式

会社ワールドリンクの業績が順調に推移していることによります。営業利益は、通信教育用教材の

リニューアルを積極的に推進したこと、新しい e ラーニングシステム教材「ネットアカデミー２」

販売開始による製品原価増加の影響、前連結会計期間末に稼動開始した「新顧客管理システム」等

の設備投資による減価償却費負担増などの影響もあり前中間連結会計期間比 20.1％増の 414 百万円

にとどまりました。 

出版事業では、取次からの返品の影響、広告収入を主たる収益とする媒体誌の広告収入減少によ

る影響で売上高は前中間連結会計期間比 4.2％減の 899 百万円となりました。営業費用は売上高の状

況を踏まえ費用圧縮に努め前中間連結会計期間比 8.5％減の 894 百万円となりました。この結果、営

業利益は前中間連結会計期間に対し 43 百万円増加の 4百万円となりました。 

研修事業については、大手取引先企業の積極的な社員教育への投資により売上高は中間連結会計

期間比 14.0％増の 567 百万円、営業利益は中間連結会計期間比 4.1％増の 49 百万円と堅調に推移し

ております。各企業が人材育成に注力していく背景もあり、また連結子会社である株式会社アルク

教育社の様々な研修提案力によるものであります。 

全社経費は、上場費用、前連結会計年度末に完成した新顧客管理システムの償却費負担増による

影響で前中間連結会計期間比 47.5％増の 340 百万円となりました。従いまして、全社営業利益で前

中間連結会計期間比 4.0％増の 128 百万円となりました。 

 

(2) 財政状態 

①資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

   当中間連結会計期間末の資産の部の合計は 5,765 百万円となり、前連結会計年度に比べ 315 百万

円減少いたしました。流動資産は 3,361 百万円となり、前連結会計年度に比べ 330 百万円減少いた

しました。主な理由としては、借入金の返済、売掛金の回収によるものであります。固定資産は

2,403 百万円となり、前連結会計年度に比べ 17 百万円増加いたしました。主な理由としては、営業

支援システム構築に伴うソフトウェア仮勘定の増加、e ラーニングシステムの完成に伴うプログラム

資産のソフトウェア勘定の増加によるものであります。 
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 （負債） 

   当中間連結会計期間末の負債の部の合計は 3,933 百万円となり、前連結会計年度に比べ 1,380 百

万円減少いたしました。流動負債は 3,050 百万円となり、前連結会計年度に比べ 764 百万円減少い

たしました。主な理由としては、金融機関からの短期借入金および社債(私募債)の返済による減少、

収益性の負債勘定である前受金の売上高への振替と特別利益への振替による減少、また一年内返済

予定社債の固定負債からの振替による増加であります。固定負債は 882 百万円となり、前連結会計

年度に比べ 616 百万円減少いたしました。主な理由としては、金融機関からの長期借入金および社

債(私募債)の返済による減少と一年内返済予定社債の振替による減少であります。 

 （純資産） 

   当中間連結会計期間末の純資産の部の合計は 1,831 百万円となり、前連結会計年度に比べ 1,064

百万円増加いたしました。主な理由としては、新株式の発行による増資および自己株式の売却を行

い資本金 319 百万円増加、資本準備金 319 百万円増加、その他の資本剰余金 55 百万円増加でありま

す。また、当中間連結会計期間の業績により利益剰余金が 168 百万円増加し、自己資本比率は、

31.4％（前連結会計年度末は 12.2％）となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

  当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上

高増加等の要因により税金等調整前中間純利益が 270 百万円（対前中間連結会計期間比 110.1％増）あ

り、また、増資および自己株式の売却等により財務活動による収入が 895 百万円ありましたが、借入

金の返済による減少、前受金の振替による減少、法人税等の支払額、固定資産の取得等による支出要

因があったことから、当中間連結会計期間末の資金は前連結会計年度末に比べ 110 百万円減少し、796

百万円となりました。 

  当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりでありま

す。 

（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支出した資金は 317 百万円（前中間連結会計期間は 19

百万円の支出）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が 270 百万円に加え、売上債権

の減少額 362 百万円および減価償却費 152 百万円（対前中間連結会計期間比 153.2％増）の計上、通信

教育用教材のテキスト一括・随時発送が開始に伴う前受金の減少額 729 百万円、たな卸資産の増加額

169 百万円、仕入債務の減少額 122 百万円があったことを反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は 251 百万円（前中間連結会計期間は 156 百万円の支出）となりまし

た。これは主に、営業支援システム開発に伴うソフトウェア設備の取得、e ラーニングシステムのプロ

グラム開発による支出 198 百万円があったことを反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動による収入は 455 百万円（前中間連結会計期間は 143 百万円の収入）となりました。これ

は平成 18 年８月および平成 18 年９月の増資により 639 百万円と平成 18 年８月の自己株式の売却によ

り 255 百万円の資金を調達したものの、一方で金融機関からの借入金 430 百万円を返済したことおよ

び社債の償還により 10 百万円を支出したことによるものであります。 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成17年5月期 平成18年5月期 平成19年5月期 
 

期末 中間 期末 中間 
自己資本比率(％) 8.3％ 10.1 12.2％ 31.4％ 
時価ベースの株主資本比(％) － － － 105.4％ 
債務償還年数(年) － － 23.7 － 
インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) － － 2.5 － 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

    時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   （中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため 2倍にしております。） 

   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計算しております。 

※ 株式時価総額は、期末（中間期末）株価終値×期末（中間期末）発行済株式総数（自己株式控除後）により

算出しております。 

※ 有利子負債は、連結（中間連結）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
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を対象としております。 

※ 営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結（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」および「利息の支払額」を使用しております。 

※ 営業キャッシュ・フローがマイナスの期については債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオ

は記載しておりません。また、当社は時価ベースの株主資本比率の記載に関しまして、平成 17 年 5 月期、

平成 18 年 5 月期は非上場であったため記載しておりません。 

 

(3）通期の見通し 

 ①通期の見通し 

   通期の業績見通しにつきましては、連結売上高は、教育事業の通信教育用教材である新 TOEIC シ

リーズの出荷と e ラーニングシステムおよびそのコンテンツ教材である「アルクネットアカデミー

２」の販売、留学斡旋の順調な売上推移、出版事業の「英辞郎３（仮名）」と学習参考書籍の刊行

等、研修事業の上半期の堅調な推移により 9,697 百万円と対前期比 16.0％の増収を予想しておりま

す。 

   また利益見通しにつきましては、「通信教育用教材」の改訂コストの発生等があるものの、第３

期中に積極的に製商品の在庫調整をおこなっており、第４期への影響を 小限にとどめていること

により、前述いたしました増収計画に基づく増益により、当期純利益は 345 百万円と対前連結会計

年度比 25.5％の増益を予想しております。 

 ②通期の利益配分に関する見通し 

   当社は設立以来、成長過程にあるとの現状認識から内部留保の充実を優先させ、これまでは配当

を実施しておりません。しかしながら、当社は株主への利益還元を経営の重要な課題と位置付け、

配当につきましては、各期の経営成績と今後の事業成長に備えるための内部留保の充実を勘案して

決定する基本方針であります。当社は第４期より株主の皆様への利益配分の方針として、当面は

15％から 20％の配当性向を目処に継続的な利益還元に努めていく所存でございます。また、内部留

保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力

を高め、市場ニーズに応える制作開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るため

に有効投資してまいりたいと考えております。 

 

(4) 事業等のリスク 

有価証券報告書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、投資家の判断に重要な

影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

しかし必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社

の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項について投資家に対する積極的な情報開示の観点か

ら判断し述べさせていただいております。 

なお、文中における将来に関する事項は、本中間決算短信提出日現在において当社が判断したもの

であります。また、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありませ

ん。 

 

①業績の下期偏重について 
当社グループの営業収益のうち、大きな割合を占める教育事業、出版事業については、毎年２月か

ら新学期を迎える学生およびその保護者や新社会人、人事異動または転職等を理由に目的を持った社
会人など、いずれも環境の変化に備え、語学力向上のための学習を開始することから、通信教育用教
材、出版物等の販売高が集中する傾向にあります。また、当社グループの生産スケジュールとして社
会人、資格受験者、留学希望者、学生（中学生、高校生、大学生）などを対象とした製品・商品につ
いても時期を合わせて刊行しており、当社グループの業績は下半期に偏重しております。 
 

②TOEIC(R)テストの問題形式変更等について 
財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会の主催する TOEIC(R)テスト（Test Of English For 

International Communication の略称）は、英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価する世界
共通のテストで、現在、世界約 60 カ国で実施され、年間約 450 万人の受験者数となっております。 
当社グループにおいては、日本人向けに多数の TOEIC(R)テスト対策用通信教育用教材および出版物等 
を取り扱っております。平成 18 年５月 28 日実施の第 122 回公開テストから新形式により出題され、
当社の全 TOEIC(R)テスト対策用製品を新形式に適応するものに改訂を行い、その結果、前連結会計年
度末は流通市場性の無いものとし廃棄した製品を原価計上致しました。このように、今後も同協会に
おける問題形式の変更の動向によっては、当社グループの業績に多大なる影響を及ぼす可能性があり
ます。 
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③新規および推進中の事業について 
(ⅰ)子供英語教室、子供英語出版、子供用英語教師養成 

幼児から小学生を対象とした教室運営、関連書籍等の販売など、今後、日本における少子化の進行
に伴い教育市場全体が縮小した場合は、当該ビジネスにかかる当社グループの業績に影響を受ける可
能性があります。 
 
(ⅱ)アルクネットアカデミー 

当社は、学校、企業向けの IT 技術を利用した e ラーニングシステム教材である「アルクネットアカ
デミー２」を開発・販売しております。現在、IT を取り巻く環境変化、情報機器の進化に対応した顧
客ニーズを実現するために、システム改変に着手しております。今後も顧客ニーズの多様化、情報技
術の更なる進化など開発着手時に想定していたものと乖離が生まれるなど予測不可能な事態が起こり
うる可能性があり、その様な事態に直面した場合、この分野の当社グループの業績に影響を受ける可
能性があります。 
 

(ⅲ)留学 
幼児から大学生、親子、社会人を対象とした短期および長期留学商品を提供しております。今後、

日本における少子化の進行に伴い留学層が減少した場合は、当該ビジネスにかかる当社グループの業
績に影響を受ける可能性があります。 
 

(ⅳ)知的財産権に関するリスク 
当社グループが取扱うコンテンツの多くは、著者、翻訳家、音声原盤、カメラマン等の著作権、著

作隣接権、権利者の商標権、出版権などの様々な知的財産権が関係しております。これまで当社グル
ープの事業展開において、当該権利を侵害するような事実は一切発生しておりません。しかし、当社
グループの出版、映像などのコンテンツ等に関連する事業行為が、広範な知的財産権にどのように抵
触し、また、各権利者がいかなる権利を保有し且つその保全策を講じているかなど、全てに亘り掌握
し事前回避することは困難が伴います。従いまして、当社グループの意に反し、権利者からの法的行
為などによる紛争が生じた場合は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑤法的規制について 
(ⅰ)消費者保護 

当社における 終消費者の多くは個人であり、当社と個人との契約において消費者保護の観点から
特定商取引法等の様々な制約を受けることとなります。例えば当社の営む教育事業では通信教育用教
材の販売を行っておりますが、特定商取引に関する法律（以下、特定商取引法という。）に基づく規
制を受けることとなります。特定商取引法上、クーリング・オフ制度（同法第 9 条）即ち顧客は製品
を受け取ってから一定期間内に解約（返品）できる制度が定められており、当社においても一部の該
当する通信教育用教材のクーリング・オフ期間中の解約（返品）を受け付けております。今後、大量
の解約（返品）が発生した場合、当社の経営成績等に影響を与える可能性があります。この様に、今
後、消費者保護の観点から法改正の動向によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
(ⅱ)個人情報保護法 

平成 17 年４月に、個人情報保護法が完全施行されたことに伴い、個人情報の取り扱いに社会的関心
が高まっており、また、今後法規制が一層厳しくなる可能性があります。当社グループでは、個人情
報に関わる社内規程の整備、定期的な社内研修の実施、およびシステムのセキュリティー強化等を推
進し、情報管理の強化とその取扱いに十分な注意を払っておりますが、外部からのアクセスや犯罪行
為などの不測事態により個人情報が外部に漏洩した場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、
当社および当社グループの業績及び財務状況に影響を受ける可能性があります。 
 
⑥新顧客管理システム構築について 

当社および当社グループが営む教育を中心とした事業サポートおよび顧客の語学学習支援を目的と
した、オープン型顧客管理システムの再構築に取り組んでおりました。システム構築のための投資額
は構築に長期間を要したことにより多額であり、社会環境における技術革新等による陳腐化や顧客ニ
ーズ変化などを理由に投資回収期間が長期化した場合、当社および当社グループの財務状況に影響を
受ける可能性があります。 

 
⑦出版業界の取引慣行について 
(ⅰ)委託販売制度 

当社は、出版業界の慣行に従い、取次会社及び書店に配本した出版物（書籍及び雑誌等）のほとん
どについては配本後、約定期間（委託期間）内に限り、返品を受け入れることを販売条件とする委託
販売契約を採用しております。 
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これに伴い、当社では返品による損失に備えるため、会計上、当中間連結会計期間末の売掛債権を
基礎として返品見込額の売買利益相当額を法人税法の規定に基づく繰入限度相当額まで、返品調整引
当金として計上しております。ただし、取次各社との販売予測について、適正刷り部数の精査、調整
等を行っておりますが、返品率の変動が生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

(ⅱ)再販売価格維持制度 
当社の制作・販売している出版物は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（以下、

再販制度という。）第 24 条の２の規定により、再販売価格維持制度が認められる特定品目に該当適用
しており、書店では定価販売が行われております。 
独占禁止法は、再販制度を不公正な取引方法として原則禁止しておりますが、出版物が我が国の文

化の振興と普及に重要な役割を果たしていることから、公正取引委員会の指定する書籍、雑誌及び新
聞等の著作物の小売価格については、例外的に再販制度が認められております。なお、当社は取次
（卸売業者）との取引価格の決定は、定価に対する掛け率によっております。 
当該制度が廃止された場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

（ⅲ）在庫 
当社では、制作・販売している出版物を在庫として保有しております。新しいコンテンツの出現、

競合品の台頭などによって在庫が陳腐化する可能性があります。こうした要因に備えるために事前の
評価損の計上や実質的に廃棄処分を余儀なくされた場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可
能性があります。 

 
⑧特定の経営者への依存について 

当社グループは、少数の経営陣によってマネジメントがなされており、中でも当社の創業者であり
且つ代表取締役社長である平本照麿に対する依存は大きく、当氏は当社グループのマネジメントにと
どまらず、その個人的な人脈等を背景に、企画・編集・各種制作物からマーケティングといった個別
の業務においても重要な役割を担っております。このため何らかの理由により、平本照麿が当社の代
表取締役社長としての職務等を遂行できなくなった場合には、当社グループの事業推進並びに経営成
績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑨通信教育用教材に関する商品出荷方法の変更について 
当社の通信教育用教材について、顧客からの当該各コース申込確認後、毎月 20 日までに確認できた

申込に関して翌月 10 日以降に受講期間（添削・相談などによる役務提供期間と同一）に基づいた製品

の出荷をしておりました。平成 18 年４月 26 日以降に申込のあった通信教育用教材に関しまして、一

部のコースを除いて何ヶ月かに亘る受講期間による製品ではなくなりましたので、随時一括出荷へ変

更しております。その結果、平成 18 年４月 26 日以降の申込による受講期間に基づく売上高および売

上原価への計上が行われることにより、当社の業績に影響があります。なお、随時一括出荷している

通信教育用教材は各コースに設定されている役務提供期間がありますので、その各コースの未提供の

役務に関する原価を見積計上しております。 

 

 

 

【当連結会計期間において企業集団の財政状態及び経営成績に重要な影響を与えた事象】 

 当社は、平成 18 年８月 25 日、株式会社ジャスダック証券取引所に上場いたしました。 

 上記の上場にあたり、平成 18 年７月 21 日及び平成 18 年８月 4 日ならびに平成 18 年８月 15 日開催の

取締役会の決議により、下記のとおり、平成 18 年８月 24 日および平成 18 年９月 25 日に払込が完了い

たしました。この結果、平成 18 年８月 25 日付けで資本金 295,750,000 円、発行済株式数 110,000 株と

なり、平成 18 年９月 25 日付けで資本金 359,687,500 円、発行済株式数 112,500 株となっております。 
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4. 中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 
 

  前中間連結会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年５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   905,980 796,716  907,399

２ 受取手形及び売掛金   1,110,956 1,269,383  1,632,295

３ たな卸資産   897,355 1,039,507  869,934

４ 繰延税金資産   85,957 85,519  83,676

５ その他   119,307 190,368  228,668

貸倒引当金   △23,079 △19,952  △29,616

流動資産合計   3,096,477 57.8 3,361,544 58.3  3,692,358 60.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２ 236,485 235,860 241,602 

(2) 工具器具及び備品  91,507 206,599 211,463 

(3) 土地 ※２ 496,450 496,450 496,450 

(4) 建設仮勘定  118,030 ― 1,516 

(5) その他  422 942,896 2,321 941,232 2,700 953,733

２ 無形固定資産    

(1) 営業権  138,545 ― 118,753 

(2) 連結調整勘定  ― ― 42,011 

(3) のれん ※４ ― 138,052 ― 

(4) 商標権  149,746 130,432 140,089 

(5) ソフトウェア  196,923 760,865 731,160 

(6) ソフトウェア仮勘定  488,957 86,887 60,152 

(7) その他  15,457 989,631 15,457 1,131,695 15,457 1,107,625

３ 投資その他の資産    

(1) 長期貸付金  ― ― 900 

(2) 保険積立金  163,943 166,640 167,619 

(3) 繰延税金資産  37,174 8,231 3,771 

(4) その他  121,105 322,223 155,752 330,625 152,318 324,609

固定資産合計   2,254,751 42.1 2,403,553 41.7  2,385,968 39.3

Ⅲ 繰延資産   2,750 0.1 ― ―  2,250 0.0

資産合計   5,353,979 100.0 5,765,097 100.0  6,080,577 100.0
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  前中間連結会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年５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   420,831 316,533  439,337

２ 一年内返済予定社債   ― 420,000  ―

３ 短期借入金 ※２  866,000 944,808  1,167,787

４ 未払金   505,675 476,243  461,435

５ 未払法人税等   43,641 113,231  105,342

６ 前受金   1,147,990 485,629  1,215,595

７ 繰延税金負債   1,208 ―  ―

８ 賞与引当金   118,621 120,662  129,355

９ 返品調整引当金   105,600 73,530  131,260

10 その他 ※３  39,926 100,030  164,613

流動負債合計   3,249,494 60.7 3,050,668 52.9  3,814,726 62.7

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   800,000 418,250  830,000

２ 長期借入金 ※２  676,000 402,261  609,355

３ 繰延税金負債   7,946 8,142  9,326

４ 退職給付引当金   50,342 53,785  49,884

５ 連結調整勘定   28,534 ―  ―

固定負債合計   1,562,824 29.2 882,439 15.3  1,498,565 24.7

負債合計   4,812,318 89.9 3,933,107 68.2  5,313,291 87.4

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   40,000 0.7 ― ―  ― ―

Ⅱ 利益剰余金   701,660 13.1 ― ―  ― ―

Ⅲ 自己株式   △200,000 △3.7 ― ―  ― ―

資本合計   541,660 10.1 ― ―  ― ―

負債及び資本合計   5,353,979 100.0 ― ―  ― ―

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 359,687 6.2  40,000 0.6

２ 資本剰余金   ― ― 319,687 5.6  ― ―

３ その他資本剰余金   ― ― 55,750 1.0  ― ―

４ 利益剰余金   ― ― 1,072,906 18.6  904,858 14.9

５ 自己株式   ― ― ― ―  △200,000 △3.3

株主資本合計   ― ― 1,808,031 31.4  744,858 12.2

Ⅱ 少数株主持分   ― ― 23,957 0.4  22,426 0.4

純資産合計   ― ― 1,831,989 31.8  767,285 12.6

負債純資産合計   ― ― 5,765,097 100.0  6,080,577 100.0
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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 6月 1日 

 至 平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年 6月 1日 

 至 平成18年11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 6月 1日 

至 平成18年 5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   3,894,730 100.0 4,419,426 100.0  8,358,115 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  1,925,241 49.4 2,320,625 52.5  4,073,924 48.7

売上総利益   1,969,489 50.6 2,098,800 47.5  4,284,190 51.3

返品調整引当金 

戻入額 
  100,200 2.5 131,260 3.0  100,200 1.2

返品調整引当金 

繰入額 
  105,600 2.7 73,530 1.7  131,260 1.6

差引売上総利益   1,964,089 50.4 2,156,530 48.8  4,253,130 50.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  1,840,913 47.2 2,028,399 45.9  3,674,757 44.0

営業利益   123,175 3.2 128,130 2.9  578,373 6.9

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  49 744  132 

２ 受取配当金  64 4  10 

３ 連結調整勘定償却  4,076 ―  4,714 

４ 消費税等免税益 ※３ 18,907 ―  37,888 

５ 通貨オプション評価益  ― 79,619  ― 

６ 為替差益  ― 5,526  3,647 

７ その他  5,175 28,273 0.7 21,690 107,584 2.4 9,793 56,186 0.7

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  20,705 22,082  42,548 

２ のれん償却額  ― 2,920  ― 

３ 新株交付費  ― 1,674  ― 

４ 社債発行差金償却  ― ―  750 

５ 社債発行費  4,400 ―  4,400 

６ 通貨オプション評価損  ― ―  55,758 

７ その他  3,338 28,444 0.7 1,847 28,524 0.6 5,305 108,762 1.3

経常利益   123,003 3.2 207,190 4.7  525,797 6.3

Ⅵ 特別利益     

１ 過年度損益修正益 ※５ 6,221 6,221 0.1 63,141 63,141 1.4 6,221 6,221 0.0

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産除売却損 ※４ 708 708 304 304 0.0 10,858 10,858 0.1

税金等調整前中間 

(当期)純利益 
  128,517 3.3 270,027 6.1  521,160 6.2

法人税、住民税及び 

事業税 
 36,482 107,934  189,715 

法人税等調整額  19,247 55,730 1.4 △7,486 100,448 2.3 55,102 244,817 2.9

少数株主利益   ― ― 1,531 0.0  358 0.0

中間(当期)純利益   72,786 1.9 168,047 3.8  275,984 3.3
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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６月１日 
至 平成17年11月30日) 

区分 注記
番号 金額(千円) 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  628,874

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 中間純利益  72,786 72,786

Ⅲ 利益剰余金中間期末残高  701,660
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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６月１日 至 平成 18 年 11 月 30 日) 
 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金
その他

資本剰余金
利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

少数株主 
持分 

純資産合計

平成18年５月31日残高(千円) 40,000 904,858△200,000 744,858 22,426 767,285

中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行 319,687 319,687 639,375 639,375

中間純利益 168,047 168,047 168,047

自己株式の処分 55,750 200,000 255,750 255,750

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) 1,531 1,531

中間連結会計期間中の変動額
合計 (千円) 

319,687 319,687 55,750 168,047 200,000 1,063,172 1,531 1,064,704

平成18年11月30日残高(千円) 359,687 319,687 55,750 1,072,906 ― 1,808,031 23,957 1,831,989

 

  
前連結会計年度(自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日) 

（単位：千円） 

株主資本 

 

資本金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

平成 17 年 6月 1日残高 40,000 628,874 △200,000 468,874 － 468,874

連結会計年度中の変動額   

当期純利益  275,984 275,984  275,984

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） 

 22,426 22,426

連結会計年度中の変動額合計 － 275,984 － 275,984 22,426 298,410

平成 18 年 5月 31 日残高 40,000 904,858 △200,000 744,858 22,426 767,285
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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６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年６月１日
至 平成18年５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   

税金等調整前中間(当期)純利益  128,517 270,027 521,160

減価償却費  60,044 152,057 138,493

商標権償却  9,657 9,657 19,314

営業権償却  19,792 ― 39,584

連結調整勘定償却  △4,076 ― △4,714

のれん償却額  ― 22,712 ―

貸倒引当金の減少額  △6,715 △9,663 △179

賞与引当金の減少額  △61,103 △8,693 △50,368

返品調整引当金の増減額(△は減少)  5,400 △57,730 31,060

退職給付引当金の増減額(△は減少)  △260 3,901 △719

受取利息及び受取配当金  △113 △748 △142

支払利息  20,705 22,082 42,548

固定資産除売却損益  708 304 10,858

通貨オプション評価損  ― ― 55,758

通貨オプション評価益  ― △79,619 ―

社債発行費  4,400 ― 4,400

社債発行差金償却  250 ― 750

売上債権の増減額(△は増加)  260,003 362,912 △255,688

たな卸資産の増減額(△は増加)  5,877 △169,573 40,833

仕入債務の減少額  △299,696 △122,803 △281,191

前受金の減少額  △84,979 △729,966 △49,847

未払金の増減額(△は減少)  △92,281 67,984 4,847

未払消費税等の増減額(△は減少)  4,059 32,451 △8,135

その他  135,955 43,062 90,798

小計  106,143 △191,644 349,422

利息及び配当金の受取額  114 730 143

利息の支払額  △20,900 △22,640 △43,231

法人税等の支払額  △104,845 △104,316 △196,551

営業活動によるキャッシュ・フロー  △19,487 △317,870 109,783

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △28,298 △50,300 △84,555

無形固定資産の取得による支出  △101,357 △198,234 △367,083

連結子会社の取得による収入 ※2 ― ― 75,614

貸付けによる支出  ― △546 △1,356

貸付金の回収による収入  655 768 1,341

その他  △27,930 △2,815 △31,708

投資活動によるキャッシュ・フロー  △156,930 △251,128 △407,747
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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  390,000 590,000 1,090,000

短期借入金の返済による支出  △300,000 △728,335 △791,665

長期借入れによる収入  200,000 150,000 520,000

長期借入金の返済による支出  △339,520 △441,738 △749,408

社債の償還による支出  ― △10,000 ―

社債の発行による収入  192,600 ― 192,600

新株式の発行による収入  ― 639,375 ―

自己株式の売却による収入  ― 255,750 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー  143,080 455,052 261,527

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,282 3,265 3,235

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
(△は減少) 

 △34,620 △110,682 △33,201

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  940,601 907,399 940,601

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
(期末)残高 

※1 905,980 796,716 907,399
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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 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日)

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。 
連結子会社の数 ２社 
連結子会社の名称 
株式会社アルク教育社 
株式会社スペースアル
ク 

すべての子会社を連結
しております。 
連結子会社の数 4社 
連結子会社の名称 
株式会社アルク教育社 
株式会社スペースアル
ク 
グローバルパートナー
ズ株式会社 
株式会社ワールドリン
ク 
 

すべての子会社を連結
しております。 
連結子会社の数 4社 
連結子会社の名称 
株式会社アルク教育社 
株式会社スペースアル
ク 
グローバルパートナー
ズ株式会社 
株式会社ワールドリン
ク 
 当連結会計年度にお
いて、新たにグローバ
ルパートナーズ株式会
社の発行済株式の45％
を取得しました。これ
によりグローバルパー
トナーズ株式会社と同
社が発行済株式の51％
を保有する株式会社ワ
ールドリンクを当社の
連結子会社に含めるこ
ととしました。なお、
当該連結子会社2社はい
ずれも平成18年2月28日
をみなし取得日として
業績を反映しておりま
す。 

２ 持分法の適用に
関する事項 

該当事項はありません。 同左 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
中間会計期間の末日
は、中間連結決算日と
一致しております。 

連結子会社のうち、下
記の会社については中間
決算日が中間連結決算日
と異なっておりますが、
中間決算日の差異が3ヶ
月を超えないため、当該
子会社の中間決算日にお
ける財務諸表を使用して
おります。 
なお、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。 

 
連結子会社 中間決算日

グローバルパート

ナーズ株式会社
9月30日

株式会社ワールド

リンク 
9月30日

連結子会社のうち、下
記の会社については決算
日が連結決算日と異なっ
ておりますが、決算日の
差異が3ヶ月を超えない
ため、当該子会社の決算
日における財務諸表を使
用しております。 
なお、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。 
 
連結子会社 決算日

グローバルパー

トナーズ株式会

社 

3月31日

株式会社ワール

ドリンク 
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
価基準および評価
方法 

① 有価証券 
a その他有価証券 
時価のあるもの 
中間連結決算期末日の市
場価格等に基づく時価法

① 有価証券 
a その他有価証券 
時価のあるもの 
中間連結決算期末日の市
場価格等に基づく時価法

② 有価証券 
a その他有価証券 
時価のあるもの 
連結決算期末日の市場価
格等に基づく時価法  
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日)

  （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

より算定しておりま

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

り算定しております。た

だし、時価ヘッジしてい

るものについては評価差

額を損益に計上しており

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

り算定しております。た

だし、時価ヘッジしてい

るものについては評価差

額を損益に計上しており

ます。） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ 

   時価法 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

 ③ たな卸資産 

a 商品・製品 

総平均法による原価法 

なお、製品のうち書

籍については、法人税

法の規定に基づく単行

本在庫調整勘定の限度

相当額を評価損として

計上し、中間連結貸借

対照表上はたな卸資産

から直接控除して表示

しております。 

③ たな卸資産 

 a 商品・製品 

同左 

③ たな卸資産 

a 商品・製品 

総平均法による原価法 

なお、製品のうち書

籍については、法人税

法の規定に基づく単行

本在庫調整勘定の限度

相当額を評価損として

計上し、連結貸借対照

表上はたな卸資産から

直接控除して表示して

おります。 

 b 仕掛品 

個別法による原価法 

 b 仕掛品 

同左 

 b 仕掛品 

同左 

  c 貯蔵品 

終仕入原価法 

 c 貯蔵品 

同左 

 c 貯蔵品 

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 

定率法を採用してお

ります。 

ただし、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、耐用年数およ

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。 

① 有形固定資産 

同左 

① 有形固定資産 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日)

 ② 無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。 

自社利用目的のソフト

ウェアについては社内に

おける利用可能期間(５

年)に基づいておりま

す。 

営業権については、５

年間での均等償却を行っ

ており、未償却残高は、

無形固定資産の「営業

権」として表示しており

ます。 

② 無形固定資産 

同左 

③ 無形固定資産 

同左 

 ③ 長期前払費用 

定額法を採用しており

ます。 

③ 長期前払費用 

同左 

③ 長期前払費用 

同左 

（３）重要な繰延資産

の処理方法 

① 社債発行費 

支払時に全額費用処

理しております。 

① 社債発行費 

同左 

① 社債発行費 

同左 

 ② 社債発行差金 

社債の償還期間にわた

り均等償却しておりま

す。 

 ② 

 

② 社債発行差金 

社債の償還期間にわた

り均等に償却しておりま

す。 

 ③  ③ 株式交付費 

支払時に全額費用処理

しております。 

③  

（４）外貨建の資産及  

    び負債の本邦通貨

への換算基準 

 

外貨建金銭債権債務

は、中間連結決算日の直

物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益

として処理しておりま

す。 

同左 外貨建金銭債権債務

は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

（５）重要な引当金の

計上基準 

 

① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等

の貸倒損失に備えるた

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。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に

充てるため、将来の支給

見込額のうち当中間連結

会計期間の負担額を計上

しております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給

に充てるため、将来の

支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を

計上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日)

 ③ 返品調整引当金 
製品(出版物)の返品に

よる損失に備えるため、
当中間連結会計期間末の
売掛債権を基礎として返
品見込額の売買利益相当
額を計上しております。

③ 返品調整引当金 
同左 

③ 返品調整引当金 
製品（出版物）の返品

による損失に備えるた
め、当連結会計年度末の
売掛債権を基礎として返
品見込額の売買利益相当
額を計上しております。

 ④ 退職給付引当金 
従業員に対する退職

給付に備えるため、当
中間連結会計期間末に
おける退職給付債務に
基づき、計上しており
ます。 

④ 退職給付引当金 
同左 

④ 退職給付引当金 
従業員に対する退職

給付に備えるため、当
連結会計年度末におけ
る退職給付債務に基づ
き計上しております。 

（６）重要なリース取
引の処理方法 

 

リース物件の所有者
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 

（７）その他連結財務
諸表作成のための
基本重要な事項 

 

① 消費税等の会計処理
消費税および地方消費

税の会計処理は、税抜方
式を採用しております。
なお、当中間連結会計

期間において連結子会社
である株式会社アルク教
育社は、消費税の免税事
業者であります。 

①  消費税等の会計処理
消費税および地方消

費税の会計処理は、税
抜方式を採用しており
ます。 

 

① 消費税等の会計処理
消費税および地方消

費税の会計処理は、税
抜方式を採用しており
ます。 
なお、当連結会計期

間において連結子会社
である株式会社アルク
教育社は、消費税の免
税事業者であります。 

 ②「法人税、住民税お
よび事業税」ならびに
「法人税等調整額」の
計上方法 
 中間連結会計期間に 
係る納付税額および法 
人税等調整額は、当期 
において予定している 
利益処分による特別償 
却準備金の積立ておよ 
び取崩しを前提とし 
て、当中間連結会計期 
間に係る金額を計算し 
ております。 

② 「法人税、住民税
および事業税」なら
びに「法人税等調整
額」の計上方法 

 中間連結会計期間に
係る納付税額および法
人税等調整額は、当期
において予定している
特別償却準備金の積立
ておよび取崩しを前提
として、当中間連結会
計期間に係る金額を計
算しております。 

②  

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 

 手許現金、要求払預
金および取得日から３
ヶ月以内に満期日の到
来する流動性の高い、
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
しか負わない短期的な
投資であります。 

同左 同左 
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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６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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))および「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日)を適用しておりま

す。これによる損益に与える影

響はありません。 

 (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））

および「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第6号 平成15

年10月31日）を適用しておりま

す。なお、これによる損益に与

える影響はありません。 

  (連結貸借対照表の純資産の部 
の表示に関する会計基準等) 

当連結会計年度より「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。 
従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は744,858千円で

あります。 
なお、連結財務諸表規則の改

正により、当連結会計年度に

おける連結貸借対照表の純資

産の部については、改正後の

連結財務諸表規則により作成

しております。 

(企業結合に係る会計基準等) 

 当中間連結会計期間より

「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会平成15年10月

31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離会計

基準に関する適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

  中間連結財務諸表規則の改

正による中間連結財務諸表の表

示に関する変更は以下のとおり

であります。 

(中間連結貸借対照表) 

「営業権」および「連結調整

勘定」は、当中間連結会計期間

から「のれん」として一括して

表示しております。 

 

 (中間連結損益計算書) 

「連結調整勘定償却額」は、

当中間連結会計期間から「のれ

ん償却額」として表示しており

ます。 

 

 (中間連結キャッシュ･フロー

計算書) 

「連結調整勘定償却額」は、

当中間連結会計期間から「のれ

ん償却額」として表示しており

ます。 

 

 （繰延資産の会計処理に関す

る当面の取扱い、金融商品に関

する会計基準） 

当中間会計期間により、「繰

延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」 （実務対応報告第

19号 平成18年８月11日）およ

び「金融商品に関する会計基

準」 （企業会計基準第10号

平成18年８月11日）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、従来繰延

資産として計上しておりました

社債発行差金を社債から直接控

除しております。その金額は

1,750千円であります。 
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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６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

（中間連結貸借対照表） 

  前中間連結会計期間まで区分

掲記しておりました「長期貸付

金」(当中間連結会計期間は350

千円)は資産総額の百分の五以

下となったため、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示

することとしました。 
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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11月30日) 

当中間連結会計期間末 
    (平成18年11月30日) 

前連結会計年度末 
    (平成18年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却

累計額は、307,487千円であ

ります。 

※１ 有形固定資産の減価償却

累計額は、386,562千円であ

ります。 

※１有形固定資産の減価償却累

計額は、342,543千円であり

ます。 

※２ 担保提供資産 

 (1）担保に供している資産 
建物及び 
    構築物 205,925千円 

土地 490,000千円 

計 695,925千円 
 

※２ 担保提供資産 

 (1）担保に供している資産 
建物及び 
    構築物 197,915千円

土地 490,000千円

計 687,915千円
 

※２ 担保提供資産 

 (1）担保に供している資産 
建物及び 
    構築物 202,151千円

土地 490,000千円

計 692,152千円
 

 (2）上記に対する債務 

短期借入金 355,720千円 

長期借入金 311,700千円 

計 667,420千円 
 

 (2）上記に対する債務 

短期借入金 483,300千円

長期借入金 267,000千円

計 750,300千円
 

 (2）上記に対する債務 

短期借入金 418,300千円

長期借入金 329,000千円

計 747,300千円
 

※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等および仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負

債のその他に含めて表示して

おります。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３  

※４ ※４「のれん」および「負のの

れん」の表示 

「のれん」および「負のの

れん」は相殺して表示してお

ります。なお、相殺前の金額

は以下のとおりであります。

のれん   165,344千円 

負ののれん   27,292千円 

純額    138,052千円 

 

※４ 

 ５ ５ コミットメントライン 

 当社のおいては、資金の効

率的な調達をおこなうことを

目的に、取引銀行1行と当座

貸越契約及び特定融資枠（コ

ミットメントライン）契約を

締結しております。 

 当中間連結会計期間末にお

ける当座貸越契約及び特定融

資枠（コミットメントライ

ン）契約に係る借入未実行残

高は次のとおりであります。
当座貸越限度額及
び特定融資枠（コ
ミットメントライ
ン）契約の総額 

500,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 300,000千円
 

 ５ 
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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６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 当社の製品のうち出版事

業の製品中間期末たな卸高

に対し法人税法の規定によ

る単行本在庫調整勘定の繰

入限度額の洗替えによる評

価減をおこない売上原価に

算入しております。 

※１ 当社の製品のうち出版事

業の製品中間期末たな卸高

に対し法人税法の規定によ

る単行本在庫調整勘定の繰

入限度額の洗替えによる評

価減をおこない売上原価に

算入しております。 

※１ 当社の製品のうち出版事

業の製品期末たな卸高に対

し法人税法の規定による単

行本在庫調整勘定の繰入限

度額の洗替えによる評価減

をおこない売上原価に算入

しております。 

当期繰入額 265,320千円

当期戻入額 191,040千円

   差引 74,280千円
 

当期繰入額 181,970千円

当期戻入額 187,030千円

   差引 △5,060千円
 

当期繰入額 187,030千円

当期戻入額 191,040千円

   差引 △4,010千円
 

※２ 販売費及び一般管理費の

うち主なものは次のとおり

であります。 

広告宣伝費 464,279千円

販売手数料 113,717千円

発送運賃 306,516千円

給料手当 422,586千円

貸倒引当金 
    繰入額 986千円

賞与引当金 
    繰入額 

28,110千円

退職給付費用 9,806千円

減価償却費 50,374千円
 

※２ 販売費及び一般管理費の

うち主なものは次のとおり

であります。 

広告宣伝費 435,497千円

販売手数料 141,082千円

発送運賃 233,972千円

給料手当 532,777千円

貸倒引当金 
    繰入額 ― 千円

賞与引当金 
    繰入額 

40,929千円

退職給付費用 14,256千円

減価償却費 135,072千円
 

※２ 販売費及び一般管理費の

うち主なものは次のとおり

であります。 

広告宣伝費 906,867千円

販売手数料 254,266千円

発送運賃 548,907千円

給与手当 874,828千円

貸倒引当金 
    繰入額 13,532千円

賞与引当金 
    繰入額 

47,035千円

退職給付費用 24,491千円

減価償却費 117,451千円
 

※３ 消費税等免税益の内容

は、次のとおりでありま

す。 

   当社の連結子会社である

株式会社アルク教育社は、

消費税の免税事業者であり

ます。中間連結財務諸表作

成上、仮払消費税および仮

受消費税の純額を営業外収

益の消費税等免税益として

処理しております。 

※３  ※３ 消費税等免税益の内容

は、次のとおりでありま

す。 

   当社の連結子会社である

株式会社アルク教育社は、

消費税の免税事業者であり

ます。連結財務諸表作成

上、仮払消費税および仮受

消費税の純額を営業外収益

の消費税等免税益として処

理しております。 

※４ 固定資産除売却損の内容

は、次のとおりでありま

す。 

構築物 44千円

工具器具 
   及び備品 

663千円

合計 708千円
  

※４ 固定資産除売却損の内容

は、次のとおりでありま

す。 

工具器具 
   及び備品 304千円

合計 304千円
  

※４ 固定資産除売却損の内容

は、次のとおりでありま

す。 
ソフトウェア 7,072千円
建物及び 

構築物 
2,925千円

工具器具 
   及び備品 859千円

合計 10,858千円
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※５  ※５ 当社グループでは、平成

18年５月に新顧客管理システ

ムを完成させ使用開始致しま

した。また平成18年10月に旧

顧客管理システムより全ての

データを移管しております。

新旧システムのデータ移

管後、システムの保有するデ

ータとの整合性等を精査して

まいりましたが、旧顧客管理

システムの保有する個人顧客

別前受金残高に誤りが発見さ

れました。内容および原因を

調査したところ、過年度にお

いて個人顧客別前受金残高の

売上高への振替処理が不足と

なっていることが判明致しま

した。 

これに伴う過年度の修正

額は以下のとおりでありま

す。  

 

※５  

  過年度損益修正益 

 ㈱アルク     52,884千円 

 ㈱アルク教育社  10,257千円 

  合  計    63,141千円 
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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６月１日 至 平成 18 年 11 月 30 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当中間連結会計

期間末 

普通株式 （株） 100,000 12,500 ― 112,500 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株発行増資による増加 12,500 株 
 

２ 自己株式に関する事項 
 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当中間連結会計

期間末 

普通株式 （株） 5,000 ― 5,000 ― 

（変動事由の概要） 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 市場への処分による減少 5,000 株 
 

３ 新株予約権に関する事項 

行使期間が到来していないため記載しておりません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

前連結会計年度(自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 100,000 ― ― 100,000 

 

２ 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 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 5,000 ― ― 5,000 

 

３ 新株予約権に関する事項 

行使期間が到来していないため記載しておりません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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(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６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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 

現金及び 
    預金勘定 

905,980千円

預 入 期 間 が
３ヶ月を超え
る定期預金・ 
  定期積立金 

― 千円

現金及び 
  現金同等物 

905,980千円

  

 

※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 

現金及び 
    預金勘定

796,716千円

預 入 期 間 が
３ヶ月を超え
る定期預金・
  定期積立金

― 千円

現金及び 
  現金同等物 796,716千円

 

 

※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 

 

現金及び 
    預金勘定 907,399千円

預入期間が   
３ヶ月を超え
る定期預金・ 
  定期積立金 

― 千円

現金及び 
  現金同等物 

907,399千円
 

 

 ※２ 株式の取得により新たに

連結したことに伴う連結開始

時の資産および負債の内訳な

らびに株式の取得価額と取得

のための支出（純額）との関

係は次のとおりであります。 

 
 グローバルパートナーズ株式会社

（平成17年12月31日現在）

  流動資産     206,945千円

  固定資産      40,255千円

  連結調整勘定     69,968千円

  流動負債      △160,465千円

  固定負債     △107,636千円

  少数株主持分   △22,067千円

 

 グローバル 

パートナーズ㈱ 

株式の取得価額   27,000千円

 

 グローバル 

パートナーズ㈱の 

現金及び現金同等物 

△102,614千円

 
 差引：グローバル 

パートナーズ㈱ 

 

 取得のための支出 

（△収入）     △75,614

千円 
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セグメント情報 

１ 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６月１日 至 平成 17 年 11 月 30 日) 
(単位：千円) 

 教育事業 出版事業 研修事業 計 消去又は 
全社 

連   結 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 2,457,939 938,911 497,879 3,894,730 ― 3,894,730

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ―  ―

計 2,457,939 938,911 497,879 3,894,730 ― 3,894,730

営業費用 2,113,040 977,629 449,927 3,540,597 230,957 3,771,555

営業利益又は営業損失(△) 344,899 △38,717 47,951 354,132 (230,957) 123,175

 

当中間連結会計期間(自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年 11 月 30 日) 
(単位：千円) 

 教育事業 出版事業 研修事業 計 消去又は 
全社 

連   結 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

2,952,575 899,284 567,566 4,419,426 ― 4,419,426

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 2,952,575 899,284 567,566 4,419,426 ― 4,419,426

営業費用 2,538,411 894,529 517,633 3,950,575 340,720 4,291,295

営業利益又は営業損失(△) 414,163 4,754 49,933 468,851 (340,720) 128,130

 

前連結会計年度(自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日) 
(単位：千円) 

 教育事業 出版事業 研修事業 計 消去又は 
全社 

連  結 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 5,221,932 2,135,291 1,000,891 8,358,115 － 8,358,115

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － － －

5,221,932 2,135,291 1,000,891 8,358,115 － 8,358,115

営業費用 4,208,272 2,219,070 892,301 7,319,643 460,097 7,779,741

営業利益又は営業損失(△) 1,013,660 △83,778 108,590 1,038,471 (460,097) 578,373

(注)  １ 事業区分は、事業の種類、性質の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な製品およびサービス 

(1) 教育事業 …………通信教育用教材、デジタルサービス、留学旅行相談斡旋、子供英語教室、イベント、Ｗｅｂサ 

イト管理運営 

(2) 出版事業 …………月刊誌、単行本 

(3) 研修事業 …………国内・海外研修 

３ 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主なものは、全社及び管理部門にかかる費用であり、

前中間連結会計期間は 230,957 千円、当中間連結会計期間は 340,720 千円、前連結会計年度は 460,097 千円であります。 
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２ 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６月１日 至 平成 17 年 11 月 30 日) 

 本邦以外の国又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６月１日 至 平成 18 年 11 月 30 日) 

 本邦以外の国又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。 

 

前連結会計年度(自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日) 

 本邦以外の国又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。 

 

３ 海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成 17 年６月１日 至 平成 17 年 11 月 30 日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年 11 月 30 日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日) 

海外売上高が連結売上高の 10％未満であるため、記載を省略しております。 
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リース取引関係 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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

(借主側) 

 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

(借主側) 

 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

(借主側) 

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および

中間期末残高相当額 

勘定科目 

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) 

工具器具

及び備品 
330,274 325,997 4,277 

ソフト 

ウェア 
125,910 120,785 5,124 

合計 456,185 446,783 9,402 

 

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および

中間期末残高相当額 

勘定科目

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)

工具器具

及び備品
― ― ―

ソフト 

ウェア
5,625 5,625 ―

合計 5,625 5,625 ―

 

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および

期末残高相当額 

勘定科目

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)

工具器具

及び備品
330,274 330,274 ―

ソフト 

ウェア
125,910 125,793 117

合計 456,185 456,068 117

 
２ 未経過リース料中間期末残

高相当額およびリース資産減

損勘定中間期末残高 

２ 未経過リース料中間期末残

高相当額およびリース資産減

損勘定中間期末残高 

２ 未経過リース料期末残高相

当額およびリース資産減損勘定

期末残高 

１年内 9,935千円

１年超 ―千円

合計 9,935千円
 

１年内 ―千円

１年超 ―千円

合計 ―千円
 

１年内 122千円

１年超 ―千円

合計 122千円
 

３ 支払リース料、リース資産

減損勘定取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額およ

び減損損失 

３ 支払リース料、リース資産

減損勘定取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額およ

び減損損失 

３ 支払リース料、リース資産

減損勘定取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額およ

び減損損失 

支払リース料 48,525千円
減価償却費 
    相当額 

42,348千円

支払利息 
    相当額 569千円

 

支払リース料 123千円
減価償却費 
    相当額 

117千円

支払利息 
    相当額 0千円

 

支払リース料 58,378千円
減価償却費 
    相当額 

51,633千円

支払利息 
    相当額 609千円

 
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。 

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

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。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

５ 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。 

(減損損失について) 

同左 

(減損損失について) 

同左 
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有価証券関係 

前中間連結会計期間末(平成 17 年 11 月 30 日) 

時価評価されていない有価証券 

内容 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  
 非上場株式 6,000 

 

当中間連結会計期間末(平成 18 年 11 月 30 日) 

時価評価されていない有価証券 

内容 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  
 非上場株式 6,000 

 

前連結会計年度末(平成 18 年５月 31 日) 

時価評価されていない有価証券 

内容 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  
 非上場株式 6,000 
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デリバティブ取引関係 

１ 取引の状況に関する事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

(1) 取引の内容 

当社および連結子会社が利用

しているデリバティブ取引は、

為替予約取引であります。 

(1) 取引の内容 

当社および連結子会社が利用

しているデリバティブ取引は、

為替予約取引、通貨オプション

取引であります。 

(1) 取引の内容 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 

当社および連結子会社は、将

来の為替の変動によるリスク回

避を目的とし実需に伴う取引に

限定して実施することとし、売

買益を目的とした投機的な取引

は行わない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

(3) 取引の利用目的 

当社および連結子会社のデリ

バティブ取引は、通貨関連では

外貨建金銭債権債務の為替変動

リスクを回避し、安定的な利益

の確保を図る目的で利用してお

ります。 

(3) 取引の利用目的 

同左 

(3) 取引の利用目的 

同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

為替予約取引は為替相場の変

動によるリスクを有しておりま

す。 

なお、取引相手先は信用度の

高い金融機関に限定しているた

め、信用リスクはほとんどない

と認識しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同左 

(5) 取引に係るリスクの管理体制

デリバティブ取引の執行・管

理については、取引権限および

取引限度額等を定めた社内ルー

ルに従い、資金担当部門が決裁

担当者の承認を得て行っており

ます。 

(5) 取引に係るリスクの管理体制

同左 

(5) 取引に係るリスクの管理体制

同左 

(6) 取引の時価等に関する事項

についての補足説明 

取引の時価等に関する事項

についての契約額等は、あく

までもデリバティブ取引にお

ける名目的な契約額、または

計算上の想定元本であり、当

該金額自体がデリバティブ取

引のリスクの大きさを示すも

のではありません。 

(6) 取引の時価等に関する事項

についての補足説明 

同左 

(6) 取引の時価等に関する事項

についての補足説明 

同左 
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２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約金額等、時価および評価損益 

(1) 通貨関連 

 
前中間連結会計期間末 
（平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間末 
（平成18年11月30日) 

前連結会計年度末 
（平成18年５月31日) 

種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等
のうち  
１年超  
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
(千円) 

契約額等
(千円)

契約額等
のうち  
１年超  
(千円)

時価 
(千円)

評価損益
(千円)

契約額等 
(千円) 

契約額等
のうち  
１年超  
(千円) 

時価 
(千円)

評価損益
(千円)

為替予 
約取引 

      

買建       

米ドル 3,051 ― 3,562 511 23,306 ― 22,976 330 9,792 ― 9,797 5

通貨 
オプション

取引 
      

売建 
プット 
(米ドル) 

― ― ― ― 22,686
（24,326)

17,220 19,217 5,109
 

35,256 
(16,945)

23,541 24,326 △7,381

買建 
コール 
(米ドル) 

― ― ― ― 26,470
(87,412)

24,138 12,902 74,509
 

34,754 
(39,034)

33,356 87,412 △48,377

合計 3,051 ― 3,562 511 72,463 41,359 65,818 79,949 79,802 56,897 121,535 △55,753

(注) １ 時価の算定方法 

為替予約取引・・・・・・先物為替相場によっております。 

通貨オプション取引・・・取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２ 「契約額等」欄の括弧書きは、契約当初のオプション料であり、評価損益は時価と契約当初のオプション料との

差額であります。また当該契約通貨オプションはゼロコストオプションであり、契約時点でオプション料は発生

しておりません。 

３ 評価損益の△は損失を示しております。 

４ 「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、開示の対象 

から除いております。 
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 (ストック・オプション等関係) 
当中間連結会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年 11 月 30 日） 
 
１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 （１）ストック・オプションの内容 

 平成 17 年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 当社の取締役           ６名 

当社の監査役           １名 

当社の従業員           166名 

当社子会社の取締役         ５名 

当社子会社の従業員          45名 

当社の外部協力者          ２名 

ストック・オプション数

（※） 

4,490 株 

付与日 平成 17 年 12 月８日 

権利確定条件 付与日（平成 17 年 12 月８日）以降、権利確定日（平成 19

年 12 月９日）まで現在の地位（取締役、監査役、従業員の

地位）を継続的に保有していること 

対象勤務期間 対象勤務期間は定めておりません。 

権利行使期間 2 年間（自 平成 19 年 12 月９日 至 平成 21 年 12 月８

日） 
※ 株式数に換算して記載しております。 

 

 （２）ストックオプションの規模及びその変動状況 

   当中間連結会計期間（平成 18 年 11 月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストッ

ク・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

  ① ストック・オプションの数 

（単位：株） 

 平成 17 年ストック・オプション 

権利確定前  

 期首 4,350 

 付与 ― 

 失効 20 

権利確定 ― 

 未確定残 4,330 

権利確定後  

 期首 ― 

 権利確定 ― 

 権利行使 ― 

 失効 ― 

 未行使残 ― 

   

②単価情報 

（単位：円） 

権利行使時 40,000 

行使時平均株価 － 

公正な評価単価（付与日） － 
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前連結会計年度（自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日） 
 
１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 （１）ストック・オプションの内容 

 平成 17 年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 当社の取締役           ６名 

当社の監査役           １名 

当社の従業員           166名 

当社子会社の取締役         ５名 

当社子会社の従業員          45名 

当社の外部協力者          ２名 

ストック・オプション数

（※） 

4,490 株 

付与日 平成 17 年 12 月８日 

権利確定条件 付与日（平成 17 年 12 月８日）以降、権利確定日（平成 19

年 12 月９日）まで現在の地位（取締役、監査役、従業員の

地位）を継続的に保有していること 

対象勤務期間 対象勤務期間は定めておりません。 

権利行使期間 2 年間（自 平成 19 年 12 月９日 至 平成 21 年 12 月８

日） 
※ 株式数に換算して記載しております。 

 

 （２）ストックオプションの規模及びその変動状況 

   当連結会計期間（平成 18 年５月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。 

  ① ストック・オプションの数 

（単位：株） 

 平成 17 年ストック・オプション 

権利確定前  

 期首 ― 

 付与 4,490 

 失効 140 

権利確定 ― 

 未確定残 4,350 

権利確定後  

 期首 ― 

 権利確定 ― 

 権利行使 ― 

 失効 ― 

 未行使残 ― 

   

②単価情報 

（単位：円） 

権利行使時 40,000 

行使時平均株価 － 

公正な評価単価（付与日） － 
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１株当たり情報 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１株当たり純資産額 5,701円69銭
 

１株当たり純資産額 16,071円39銭
 

１株当たり純資産額 7,840円62銭
 

１株当たり 
    中間純利益金額 

766円17銭
 

１株当たり 
    中間純利益金額

1,616円65銭
 

１株当たり 
    当期純利益金額 

2,905円10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。 

 

潜在株式調整後１株当たり中間純
利益金額 
 1,599円22銭

当社は新株予約券の付与を行
っております。 
当連結会計年度以前における

当社株式は非上場のため市場価
格がなく、また、合理的に期中
平均株価を算定することが困難
なため、当連結会計年度につい
ては、「潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額」を記載し
ておりません。 
 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間

(自平成17年６月１日

至平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 

(自平成18年６月１日 

至平成18年11月30日) 

前連結会計年度 

(自平成17年６月１日

至平成18年５月31日)

純資産の部の合計額(千円) ― 1,831,989 ―

普通株式に係る純資産額(千円) ― 1,808,031 ―

差額の主な内訳(千円) 

 新株予約権 

 少数株主持分 

―

―

 

― 

23,957 

―

―

普通株式の発行済株式数(株) ― 112,500 ―

普通株式の自己株式数(株) ― ― ―

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の

数(株) 
― 112,500 ―

  
２ １株当たり中間(当期)純利益金額 

項目 
前中間連結会計期間

(自平成17年６月１日

至平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 

(自平成18年６月１日 

至平成18年11月30日) 

前連結会計年度 

(自平成17年６月１日

至平成18年５月31日)

中間(当期)純利益(千円) 72,786 168,047 275,984

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円） 72,786 168,047 275,984

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 

 
95,000 103,948 95,000

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

普通株式増加数(株) ― 1,133 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間(当期)純利益の算定に含まれなかった

潜在株式の概要（株） 

― ― ―
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重要な後発事象 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１ 新株予約権の発行 

 当社は、平成17年11月25日

開催の当社臨時株主総会およ

び取締役会において、新株予

約権の無償による発行を決議

し、平成17年12月８日に下記

の要領で発行致しました。 

(1) 新株予約権発行の日 

  平成17年12月８日 

(2) 新株予約権の数 

4,820個 

(3) 新株予約権の目的となる株

式の種類 

普通株式 

(4) 新株予約権の目的となる株

式の数 

4,820株 

(5) 新株予約権の行使期間 

平成19年12月９日から 

平成21年12月８日まで 

(6) 新株予約権の行使価格 

40,000円 

 

２ 株式取得による子会社化 

 当社は平成17年12月15日取

締役会決議にもとづき、グロ

ーバルパートナーズ株式会社

と相互の経営資源を有効に活

用することで教育事業(留学部

門)の強化を図るため、以下の

とおり同社の株式を取得し子

会社としました。 

(1) 対象会社の概要 

(平成17年11月30日現在) 

① 商号 

グローバルパートナーズ 

株式会社 

② 代表者 

代表取締役社長 山田 実 

③ 本店所在地 

東京都新宿区 

西新宿二丁目６番１号 

④ 主な事業内容 

情報サービス業 

⑤ 資本金 

30,000千円 

１ 当社は平成18年12月21日開

催の当社取締役会において、

当社連結対象子会社である株

式会社スペースアルクの出資

により、新たに連結対象子会

社を設立することといたしま

した。 

(1)設立会社の名称、事業内

容、規模 

 ①名称 

株式会社ヒトメディア 

 ②事業内容 

当社グループのインターネ

ット事業（携帯関連事業を含

む）における新たなビジネス

の創設を推進するためのイン

ターネットメディア広告代理

店、人材マネジメント、所属

人材の関する製品・サービス

の企画・制作・販売ならびに

権利運営、Ｗｅｂサイト開

発・運営、その他インターネ

ットビジネスソリューション

 ③規模 

  資本金    10,000千円 

(2)設立の時期 

  平成18年12月26日 

(3)取得する株式の数、取得価

額及び取得後の持分比率等 

 ①発行済株式数    200株 

 ②取得株式数      200株 

 ③取得価額   10,000千円 

 ④持分比率      100％ 

１ 当社は平成18年８月25日に株

式会社ジャスダック証券取引所

に上場いたしました。 

 上記の上場にあたり、平成18

年７月21日および平成18年８月

４日の取締役会の決議により、

下記のとおり新株式を発行し、

平成18年８月24日に払い込みが

完了いたしました。この結果、

平成18年８月25日付けで資本金

は、255,750,000円、発行済株

式数110,000株となっておりま

す。 

(1)募集方法 

ブックビルディング方式によ

る 

一般募集 

(2)発行新株式数 

普通株式 10,000株 

(3)発行価格 

１株につき55,000円 

(4)引受価額 

１株につき51,150円 

この価額は当社が引受人よ

り１株当たりの新株式払込金

として受け取った金額であり

ます。なお、発行価格と引受

価額との差額は、引受人の手

取額となります。 

(5)発行価額 

１株につき51,150円 

(6)発行価額総額 

 511,500,000円 

(7)資本組入額 

１株につき25,575円 

(8)資本組入総額 

 255,750,000円 

(9)払込期日 

平成18年８月24日 

(10)配当起算日 

平成18年６月1日 

(11)資金使途 

  設備投資及び今後の事業展

開に備えることとし、当面は

安全性の高い金融商品にて運

用する予定であります。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

(2) 株式取得の内容 

① 株式取得方法 

第三者割当増資の引受け 

  

② 株式取得日 

平成17年12月20日 

  

③ 取得株式数 

540株 

  

④ 取得価額 

27,000千円 

(1株につき50千円) 

  

⑤ 取得後の所有割合 

45.0％  

  

(注)取得後のグローバルパート

ナーズ株式会社の資本金は

60,000千円であります。 
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５. 生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 
当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日
 至 平成18年11月30日)

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

前年同期比

（％） 

教育事業 684,554 541,092 △143,461 △21.0

出版事業 689,760 535,922 △153,837 △22.3

研修事業 ― ― ― ―

合計 1,374,314 1,077,015 △297,298 △21.6

(注) １ 金額は、実際価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 
     ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
（２）仕入実績 
当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日
 至 平成18年11月30日)

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

前年同期比

（％） 

教育事業 121,975 92,617 △29,358 △24.1

出版事業 90,973 83,152 △7,820 △8.6

研修事業 168,980 179,253 10,272 ＋6.1

合計 381,929 355,023 △26,906 △7.0

(注) １ 金額は、実際価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 
     ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
（３）受注実績 
当社グループ（当社および連結子会社）は見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

 
（４）販売実績 
当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日
 至 平成18年11月30日)

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

前年同期比

（％） 

教育事業 2,457,939 2,952,575 494,635 ＋20.1

出版事業 938,911 899,284 △39,627 △4.2

研修事業 497,879 567,566 69,687 ＋14.0

合計 3,894,730 4,419,426 524,696 ＋13.5

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去おります。 
     ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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