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平成19年２月期 個別財務諸表の概要 平成19年４月 13 日

 

 
1. 19年２月期の業績(平成18年３月1日～平成19年２月28日) 
(1) 経営成績 (記載金額は百万円未満切捨て表示)

 売上高 営業利益 経常利益 

 
19年２月期 
18年２月期 

百万円 
18,083 
18,018 

％
0.4
1.2

百万円
1,029
801

％
28.5
13.3

百万円 
1,078 
837 

％
28.7
12.9

 

 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
19年２月期 
18年２月期 

百万円
△392
366

％ 
― 

10.1 

円 銭
△41 12
35 02

円 銭
―
―

％ 
△7.4 
6.8 

％ 
10.4 
8.1 

％
6.0
4.6

(注) ① 期中平均株式数 
  19年２月期  9,550,640株  18年２月期  9,550,640株 
 ② 会計処理の方法の変更 無 
 ③ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(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 

 
19年２月期 
18年２月期 

百万円 
10,294 
10,414 

百万円
5,015
5,541

％ 
48.7 
53.2 

円 銭
525 11
576 87

(注) ① 期末発行済株式数 
  19年２月期  9,550,640株  18年２月期  9,550,640株 
 ② 期末自己株式数 
  19年２月期  248株  18年２月期  248株 

2. 20年２月期の業績予想（平成19年３月1日～平成20年２月29日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中  間  期 
通     期 

百万円 
8,900 
18,300 

百万円
340

1,080

百万円
155
510

(参考)  １株当たり予想当期純利益(通期) 53円39銭 
 

3．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 第1四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 その他 年間 

配当金総額 

(百万円) 

配当性向

（％） 

純資産 

配当率（％）

18年２月期 ― ― ― 10.00  ― 10.00 95 28.6 1.8 

19年２月期 ― ― ― 10.00  ― 10.00 95 ―  1.8 

20年２月期（予想） － ― ― 10.00  ― 10.00  

※上記の業績予想は、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、実際の業績は、今後の様々な
要因によって異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件その他関連する事項につきましては、添付資料の34～54
ページをご参照ください。 

上 場 会 社 名 株式会社市進 登録銘柄   
コ ー ド 番 号 4645 本社所在都道府県 千葉県  
（ＵＲＬ http://ir.ichishin.co.jp） 
代  表  者 役職名 
問合せ先責任者 役職名 

代表取締役社長 
業務第二本部本部長代理

氏名 
氏名 

田代 英壽  
竹内  厚  

  
ＴＥＬ

  
047-335-2888  

決算取締役会開催日 平成19年４月 13 日 配当支払開始予定日 平成19年５月 15 日 
定時株主総会開催日 平成19年５月 29 日 単元株制度採用の有無 有(１単元500株) 
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６【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
第32期 

（平成18年２月28日現在） 
第33期 

（平成19年２月28日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※１ 2,005,835  2,198,071

２ 売掛金  17,598  16,546

３ 有価証券  141,575  141,809

４ 教材等  130,045  131,085

５ 貯蔵品  7,092  6,924

６ 前払費用  435,254  414,061

７ 繰延税金資産  254,290  274,528

８ 未収金  82,908  91,969

９ その他  45,971  48,969

10 貸倒引当金  △8,044  △9,431

流動資産合計  3,112,527 29.9  3,314,534 32.2

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1）建物 ※１ 4,452,557 4,718,292 

減価償却累計額  2,660,630 1,791,927 3,208,899 1,509,393

(2）構築物  474,214 503,828 

減価償却累計額  330,441 143,773 380,752 123,076

(3）車両運搬具  10,556 10,556 

減価償却累計額  9,917 638 10,024 532

(4）器具備品  1,434,228 1,533,342 

減価償却累計額  1,115,494 318,733 1,239,412 293,929

(5）土地 
※１ 
※４ 

809,616  637,440

(6）建設仮勘定  390  7,678

有形固定資産合計  3,065,080 29.4  2,572,052 25.0
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第32期 

（平成18年２月28日現在） 
第33期 

（平成19年２月28日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

２ 無形固定資産   

(1）電話加入権  88,331  70,989

(2）ソフトウェア  2,344  1,385

(3）その他  1,481  1,105

無形固定資産合計  92,157 0.9  73,480 0.7

３ 投資その他の資産   

(1）投資有価証券  131,336  121,151

(2）関係会社株式  185,708  185,708

(3）従業員長期貸付金  30,413  24,061

(4）繰延税金資産  305,597  739,009

(5）差入敷金保証金 ※１ 3,237,253  2,937,886

(6）会員権  17,737  16,382

(7）長期性預金  200,000  200,000

(8）その他  43,527  110,440

(9）貸倒引当金  △6,933  ―

投資その他の資産合計  4,144,640 39.8  4,334,640 42.1

固定資産合計  7,301,878 70.1  6,980,172 67.8

資産合計  10,414,405 100.0  10,294,707 100.0
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第32期 

（平成18年２月28日現在） 
第33期 

（平成19年２月28日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ １年内返済予定長期借
入金 

※１ 514,644  445,739

２ 未払金 ※２ 1,093,179  1,007,997

３ 未払法人税等  267,821  260,125

４ 未払消費税等  91,405  69,005

５ 前受金  225,572  272,382

６ 預り金  39,175  20,855

７ 賞与引当金  398,204  397,609

８ 役員賞与引当金  －  28,540

９ その他  35,112  50,309

流動負債合計  2,665,114 25.6  2,552,563 24.8

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※１ 1,345,530  1,350,238

２ 退職給付引当金  861,801  852,853

３ 役員退職慰労引当金  －  494,510

４ その他  －  29,380

固定負債合計  2,207,331 21.2  2,726,981 26.5

負債合計  4,872,445 46.8  5,279,544 51.3
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第32期 

（平成18年２月28日現在） 
第33期 

（平成19年２月28日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※３ 1,375,900 13.2  － －

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  1,085,177 － 

 資本剰余金合計  1,085,177 10.4  － －

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  196,000 － 

２ 任意積立金   

(1）建設積立金  1,970,000 － 

(2）別途積立金  2,550,000 － 

３ 当期未処分利益  782,990 － 

利益剰余金合計  5,498,990 52.8  － －

Ⅳ 土地再評価差額金 ※４ △2,468,532 △23.7  － －

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

※５ 50,566 0.5  － －

Ⅵ 自己株式 ※６ △141 △0.0  － －

資本合計  5,541,960 53.2  － －

負債・資本合計  10,414,405 100.0  － －
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第32期 

（平成18年２月28日現在） 
第33期 

（平成19年２月28日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  － －   1,375,900 13.4

２ 資本剰余金   

資本準備金  －  1,085,177

資本剰余金合計  － －  1,085,177 10.5

３ 利益剰余金   

(1）利益準備金  －  196,000

(2）その他利益剰余金   

建設積立金  －  1,970,000

別途積立金  －  550,000

繰越利益剰余金  －  377,802

利益剰余金合計  － －  3,093,802 30.1

４ 自己株式  － －  △141 △0.0

株主資本合計  － －  5,554,737 54.0

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差
額金 

 － －  44,499 0.4

２ 土地再評価差額金  － －  △584,074 △5.7

評価・換算差額等合計  － －  △539,574 △5.3

純資産合計  － －  5,015,163 48.7

負債純資産合計  － －  10,294,707 100.0

   

 

 



－  － 

 

39

②【損益計算書】 

  
第32期 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  18,018,104 100.0  18,083,392 100.0

Ⅱ 売上原価  14,432,220 80.1  14,470,457 80.0

売上総利益  3,585,883 19.9  3,612,934 20.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 広告宣伝費  1,581,833 1,362,369 

２ 貸倒引当金繰入額  8,044 9,431 

３ 貸倒損失  2,673 1,426 

４ 役員報酬  133,920 130,950 

５ 給料手当  233,086 228,115 

６ 賞与  67,929 68,723 

７ 賞与引当金繰入額  43,686 44,362 

８ 役員賞与引当金繰入額  ― 28,540 

９ 退職給付費用  68,546 48,743 

10 役員退職慰労引当金繰入額  ― 12,090 

11 法定福利費  89,155 73,131 

12 福利厚生費  52,471 54,226 

13 旅費交通費  15,518 15,750 

14 人材募集費  13,581 14,463 

15 その他の人件費  1,081 2,821 

16 印刷費  12,059 13,013 

17 用品消耗品費  17,818 13,336 

18 租税公課  123,414 124,208 

19 通信運搬費  35,262 33,733 

20 ＯＡ機器賃借料等  61,180 62,331 

21 施設賃借料等  92,686 88,034 

22 減価償却費  33,957 37,285 

23 その他の諸経費  96,608 2,784,518 15.5 116,472 2,583,561 14.3

営業利益  801,365 4.4  1,029,373 5.7
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第32期 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ※１ 2,256 6,035 

２ 受取配当金 ※１ 9,204 5,528 

３ 受取賃借料 ※１ 24,571 25,749 

４ 外部模試手数料収入  17,652 18,151 

５ 雑収入 ※１ 20,632 74,316 0.4 29,069 84,534 0.5

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  38,108 35,010 

２ 雑損失  132 38,240 0.2 888 35,898 0.2

経常利益  837,441 4.6  1,078,009 6.0

Ⅵ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※２ 48,291 104,289 

２ 減 損 損 失 ※３ ― 862,611 

３ 過年度役員退職慰労引当金繰入額  ― 482,420 

４ そ の 他 特 別 損 失 ※４ ― 48,291 0.2 6,200 1,455,521 8.0

税引前当期純利益又は
当期純損失(△) 

 789,150 4.4  △377,511 △2.0

法人税、住民税及び事
業税 

 444,870 464,823 

法人税等調整額  △22,644 422,226 △449,531 15,291

当期純利益又は当期純
損失(△) 

 366,924 2.0  △392,803 △2.1

前期繰越利益  416,066  ―

当期未処分利益  782,990  ―
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売上原価明細書 

  
第32期 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 人件費  8,626,808 59.8  8,645,952 59.8

Ⅱ 教材印刷費  1,309,607 9.1  1,245,089 8.6

Ⅲ 経費   

１ 賃借料  2,332,147 2,339,921 

２ 水道光熱費  253,537 245,722 

３ 修繕費  47,457 37,925 

４ 通信運搬費  448,938 428,960 

５ ＯＡ機器賃借料等  314,063 347,510 

６ 用品消耗品費  263,843 310,898 

７ 減価償却費  281,478 280,873 

８ その他  554,337 4,495,804 31.1 587,605 4,579,416 31.6

売上原価合計  14,432,220 100.0  14,470,457 100.0
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③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

  
第32期 

（株主総会承認日 
平成18年５月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   782,990 

Ⅱ 利益処分額    

１ 配当金  95,506  

２ 役員賞与金  32,420  

（うち監査役賞与金）  （2,875） 127,926 

Ⅲ 次期繰越利益   655,064 
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株主資本等変動計算書 

第33期（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金

建設積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日 残高（千円） 1,375,900 1,085,177 196,000 1,970,000 2,550,000 782,990 △141 7,959,926

事業年度中の変動額    

土地再評価差額金取崩  △1,884,458  △1,884,458

剰余金の配当(注)  △95,506  △95,506

役員賞与(注)  △32,420  △32,420

当期純損失  △392,803  △392,803

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

 △2,000,000 2,000,000  ―

事業年度中の変動額合計（千円）  △2,000,000 △405,188  △2,405,188

平成19年２月28日 残高（千円） 1,375,900 1,085,177 196,000 1,970,000 550,000 377,802 △141 5,554,737

    
 

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２月28日 残高（千円） 50,566 △2,468,532 △2,417,966 5,541,960

事業年度中の変動額  

土地再評価差額金取崩  △1,884,458

剰余金の配当(注)  △95,506

役員賞与(注)  △32,420

当期純損失  △392,803

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△6,066 1,884,458 1,878,391 1,878,391

事業年度中の変動額合計（千円） △6,066 1,884,458 1,878,391 △526,796

平成19年２月28日 残高（千円） 44,499 △584,074 △539,574 5,015,163

  
(注) 平成18年５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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重要な会計方針 

項目 
第32期 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

(1）子会社株式 (1）子会社株式 １ 有価証券の評価基準及び

評価方法  移動平均法による原価法を採用して

おります。 

同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  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）を採用しており

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）を採用してお

ります。 

 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を採用

しております。 

同左 

(1）教材等 (1）教材等 ２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法  先入先出法に基づく原価法によって

おります。 

同左 

 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

  最終仕入原価法によっております。 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３ 固定資産の減価償却の方

法  定率法を採用しております。但し、

平成10年４月１日以降取得の建物（建

物附属設備を除く）は定額法を採用し

ております。 

同左 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 

 建物         ８年～60年  

 構築物        10年～20年  

 車両運搬具      ６年  

 器具備品       ３年～20年  

 (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。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

基づく定額法によっております。 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収の可能性を勘案し

回収不能見込額を計上しております。

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるため支給

見込額に基づく、当期負担額を計上し

ております。 

同左 
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項目 
第32期 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 (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

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

同左 

  数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により、

翌事業年度から処理しております。 

 

 ────── （4）役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金支給に備えるた

め、当事業年度末における要支給額を

計上しております。 

（追加情報） 

当事業年度末より、当社において、

役員退職慰労引当金を計上する方針が

決定されたことに伴い、当事業年度末

から役員退職慰労引当金を計上してお

ります。なお、当事業年度の負担額

12,090千円については、販売費及び一

般管理費に、過年度分482,420千円につ

いては、特別損失に計上しておりま

す。 

５ 収益の計上基準  納入金要領に基づき、授業料及び講習

料は生徒の在籍期間に応じて計上し、ま

た入会金及び教材費等は生徒を受け入れ

た事業年度の収益として計上しておりま

す。 

同左 

６ 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 

① 消費税等の会計処理 ① 消費税等の会計処理 ７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項  税抜方式によっております。 同左 

 



－  － 

 

46

重要な会計処理方針の変更 

第32期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

────── （1）固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度から「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

れにより税引前当期純損失は862,611千円増加しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額については各資産の金額から直接

控除しております。 

 

（2）貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第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5,015,163千

円です。 

 

 

（3）役員賞与に関する会計基準 

 当事業年度より企業会計基準４号「役員賞与に関する会

計基準｣(平成17年11月29日 企業会計基準委員会)に基づ

き、役員に対する賞与の支給に当てるため、当該支給見込

額に基づき当事業年度に見合う分を役員賞与引当金として

計上しております。 

これにより当事業年度において販売費及び一般管理費の

役員賞与引当金繰入額が28,540千円増加し、営業利益、経

常利益は従来の方法によった場合と比べ、同額減少し、税

金等調整前純損失は同額増加しております。 
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追加情報 

第32期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価

値割及び資本割54,735千円を、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

────── 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第32期 
（平成18年２月28日現在） 

第33期 
（平成19年２月28日現在） 

※１ 担保に供している資産及び担保付債務 ※１ 担保に供している資産及び担保付債務 

（担保に提供している資産） （担保に提供している資産） 
 

建物 872,260千円

土地 736,497 

差入敷金保証金 771,860 

計 2,380,619 
  

 
建物 628,806千円

土地 615,471 

差入敷金保証金 701,838 

計 1,946,117 
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 
 

１年内返済予定長期借入金 507,504千円

長期借入金 1,325,280 

計 1,832,784 
  

 
１年内返済予定長期借入金 431,459千円

長期借入金 1,294,268 

計 1,725,727 
  

※２ 関係会社（株式会社友進）に対する負債 ※２ 関係会社（株式会社友進）に対する負債 
 

未払金 195,030千円
  

 
未払金 186,199千円

  
※３ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ───── 
 

授権株式数 普通株式 34,000,000株

発行済株式総数 普通株式 9,550,888株
  

    

※４ 土地の再評価 ※４ 土地の再評価 

 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31

日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価

を行い、再評価に伴う差額を「土地再評価差額金」

として資本の部に計上しております。 

 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31

日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価

を行い、再評価に伴う差額を「土地再評価差額金」

として資本の部に計上しております。 

再評価の方法 再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第１号に基づ

き、近隣の地価公示価格に合理的な調整を加味した

方法により算出しております。 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第１号に基づ

き、近隣の地価公示価格に合理的な調整を加味した

方法により算出しております。 
 

再評価を行った年月日 平成14年２月28日

 
再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

△167,974千円

  

 
再評価を行った年月日 平成14年２月28日

 
再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

△105,206千円

  
※５ 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は50,566千

円であります。 

 ───── 

※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式248株

であります。 

 ───── 
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（損益計算書関係） 

第32期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含ま

れております。 

※１ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含ま

れております。 
 

受取配当金 8,000千円

受取賃借料 24,571千円

雑収入 3,989千円
  

 
受取配当金 4,000千円

受取賃借料 25,749千円

雑収入 6,977千円
  

※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 
 

建物 21,689千円

器具備品 699 

取壊撤去費用等 25,902 

計 48,291 
  

 
建物 31,841千円

器具備品 8,336 

取壊撤去費用等 64,112 

計 104,289 
  

 ※３ 減損損失 

  当事業年度において、当社は、以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

  

用途 種類 場所 

事業用 土地、建物、そ

の他 

埼玉県川越市、東京都多摩市等 

共用 土地、建物 千葉県君津市 

 

 競合関係が激化していることから、厳密に資産性を考慮し、減損損

失を認識いたしました。また、千葉県君津市の共用資産については売

却により処分する方針が決定されましたことにより、減損損失を認識

いたしました。その結果、当該資産グループの帳簿価額を回収可能額

まで減額し、当該減少額を減損損失（862,611千円）として特別損失

に計上しました。その内訳は建物及び構築物531,669千円、土地

172,175千円、有形固定資産その他88,357千円、その他70,408千円で

あります。 

 当社は、保有する資産を事業用及び共用に区分し、事業用資産につ

いては個々の拠点をグルーピングの単位としております。 

なお、当該資産の回収可能額は、使用価値または正味売却価額によ

り測定しており、使用価値については将来キャッシュ・フロー見積

額を5.0％で割引いて算出しております。正味売却価額について

は、不動産鑑定評価額等合理的に算定された価額により評価してお

ります。 

※４ その他特別損失 

 当事業年度において、特別損失を計上しております。その内訳

は、和解金5,000千円、会員権評価損1,200千円であります。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

第33期（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

当事業年度末における自己株式の種類および株式数 

 普通株式 248株 
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（リース取引関係） 

第32期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28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 

 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

当額及び期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 
 

 器具備品 ソフトウェア 合計 

取得価額相当
額（千円） 

604,582 264,615 869,198

減価償却累計
額相当額 
（千円） 

338,193 110,182 448,376

期末残高相当
額（千円） 

266,388 154,432 420,821

  

 

 器具備品 ソフトウェア 合計 

取得価額相当
額（千円） 

525,132 314,929 840,061

減価償却累計
額相当額 
（千円） 

281,418 126,681 408,100

減損損失累計
額相当額 

39,530 13,536 53,067

期末残高相当
額（千円） 

204,183 174,710 378,894

  
(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 183,061千円

１年超 280,384 

合計 463,446 
  

 
１年内 161,931千円

１年超 241,657 

合計 

リース資産減損勘定の残高 

403,588 

42,919 
  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
 

支払リース料 174,313千円

減価償却費相当額 160,412 

支払利息相当額 14,772 
  

 
支払リース料 178,022千円

リース資産減損勘定の取崩額 10,147 

減価償却費相当額 162,617 

支払利息相当額 12,108 

減損損失 53,067 
  

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 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 

利息相当額の算定方法 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 

 

（有価証券関係） 

 前事業年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日）及び当事業年度（自平成18年３月１日 至平成19

年２月28日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 

第32期 
（平成18年２月28日現在） 

第33期 
（平成19年２月28日現在） 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
 

繰延税金資産 （千円）

退職給付引当金 336,336

賞与引当金 161,033

その他 153,768

繰延税金資産小計 651,139

評価性引当額 △29,726

繰延税金資産合計 621,412

繰延税金負債 △61,525

繰延税金資産の純額 559,887
  

 
繰延税金資産 （千円）

退職給付引当金 344,893

減損損失 428,391

役員退職慰労引当金 199,979

賞与引当金 172,334

その他 212,334

繰延税金資産小計 1,357,933

評価性引当額 △266,595

繰延税金資産合計 1,091,338

繰延税金負債 △77,800

繰延税金資産の純額 1,013,537
  

 上記のほか、土地再評価にかかわる繰延税金資産 

998,274千円については全額評価性引当額を認識して

おります。 

 上記のほか、土地再評価にかかわる繰延税金資産 

236,199千円については全額評価性引当額を認識して

おります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別の内訳 
 

法定実効税率 40.4％

（調整） 

住民税等均等割 6.5

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

1.8

留保金課税 1.6

評価性引当額の増減 

その他 

3.3

△0.1

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

53.5％

  

 
法定実効税率 40.4％

（調整） 

住民税等均等割 △14.0

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

△3.5

留保金課税 △5.2

評価性引当額の増減 

土地再評価差額税効果 

その他 

△62.7

41.8

△0.8

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

△4.1％
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（１株当たり情報） 

第32期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 

1株当たり純資産額 576.87円

1株当たり当期純利益 35.02円

  

 

1株当たり純資産額 525.11円

1株当たり当期純損失 41.12円

  
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は潜在株式がな

いため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式がないため記載してお

りません。 

 （注） １株当たり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。 

 
第32期 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第33期 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

当期純利益（千円） 366,924 △392,803 

普通株主に帰属しない金額（千円） 32,420 － 

（うち利益処分による役員賞与金） （32,420） （ － ）

普通株式に係る当期純利益（千円） 334,504 △392,803 

期中平均株式数（株） 9,550,640 9,550,640 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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７.部門別・収入項目別売上高の明細  

       

前期 当期 

（自 平成 17 年３月１日 （自 平成 18 年３月１日 

至 平成 18 年２月 28 日） 至 平成 19 年２月 28 日） 

比較増減 
部 

門 

収 入 項 目 

売 上 高 構成比 売 上 高 構成比 金額 

  千円 % 千円 %   

授業料 9,954,851 55.2 10,126,520 56.0 171,669

講習料 3,713,757 20.6 3,838,457 21.3 124,700

その他 932,196 5.2 924,137 5.1 △ 8,059

小
中
学
部
門 

小計 14,600,806 81.0 14,889,115 82.4 288,309

授業料 1,978,700 11.0 1,756,706 9.7 △ 221,994

講習料 1,237,222 6.9 1,147,602 6.3 △ 89,620

その他 50,109 0.3 49,687 0.3 △ 422

高
校
部
門 

小計 3,266,033 18.2 2,953,995 16.3 △ 312,038

個別指導事業 68,593 0.4 150,093 0.8 81,500

通信添削事業 21,514 0.1 30,395 0.2 8,881

出版部門 61,156 0.3 59,793 0.3 △ 1,363

第
三
事
業
本
部 

小計 151,264 0.8 240,281 1.3 89,017

総 合 計 18,018,104 100.0 18,083,392 100.0 65,288

 
８．その他 

（１）役員の異動 
① 代表取締役の異動 
  該当事項はありません。 
② その他の役員の異動 
  退任予定取締役 
   常務取締役 石川恭平 
③ 退任予定日 
  平成 19 年５月 29 日 

 


