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（百万円未満切捨て） 
１．19 年３月期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 
(1)連結経営成績          （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年３月期 
18 年３月期 

2,566     8.9 
2,355     6.5 

325     10.7
294   △10.7

377    14.7 
328  △10.0 

206    59.6
129  △45.7

 

 
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 
営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％
19 年３月期 
18 年３月期 

1,575.88 
994.42 

－  
－  

10.1
7.3

14.0 
13.2 

12.7
12.5

(参考) 持分法投資損益       19 年３月期   －  百万円  18 年３月期     －  百万円 
 
(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
19 年３月期 
18 年３月期 

2,890 
2,481 

2,261
1,832

78.3 
73.9 

15,079.80
14,098.04

(参考) 自己資本             19 年３月期   2,261 百万円  18 年３月期     1,832 百万円 
 
(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

19 年３月期 
18 年３月期 

261 
243 

△448
△43

171 
△102 

480
492

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日）
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

18 年３月期 
19 年３月期 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00
0.00

25.00
250.00

25.00
250.00

3 
37 

2.5 
15.9 

0.2
1.7

20 年３月期 
（予想） 

0.00 0.00 0.00 170.00 170.00
 

－  
 

 
 
３．20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 
当期純利益 

 百万円     ％ 百万円      ％ 百万円       ％ 百万円       ％ 円 銭

中 間 期 
通    期 

1,276   3.8 
2,577   0.4 

134  △29.1
228  △29.9

138  △33.6
238  △36.8

76  △35.7 
129  △37.2 

507.08
864.37
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   有 
  (注)詳細は、8ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 
 
 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 
(注)詳細は、25 ページ「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」をご覧ください。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19 年３月期  150,000 株 18 年３月期  130,000 株 
② 期末自己株式数  19 年３月期     － 株 18 年３月期     － 株 

 (注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、41 ページ「１株当たり情報」をご
覧ください。 

 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.19 年３月期の個別業績(平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日) 
(1)個別経営成績          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年３月期 
18 年３月期 

2,484    9.1 
2,276    6.7 

310    7.1
290  △7.7

353     9.9 
322   △6.7 

212    74.3
122  △46.3 

 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       

 円 銭 円 銭

19 年３月期 
18 年３月期 

1,624.03 
938.60 

－   
－    

(2)個別財政状態 

 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

19 年３月期 
18 年３月期 

2,868 
2,420 

2,247
1,815

78.3 
75.0 

14,983.85
13,964.98

(参考) 自己資本       19 年３月期   2,247 百万円  18 年３月期     1,815 百万円 
  

２．20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり 
当期純利益 

 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円      ％  円 銭
中 間 期 
通    期 

1,206   2.7 
2,433 △2.0 

115 △37.1
 187 △39.8

119 △38.7
196 △44.6

63 △40.1 
102 △51.9 

424.40
681.57

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び過程に基づいた見通しであり、多分にリス

クや不確実性を含んであります。従いまして実際の業績は、今後様々な要因により、上記業績見通しとは大きく異な

る結果となる可能性があります。 
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１ 経営成績 
 
（１） 経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績） 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資が増勢を維持する中、雇用環境の

改善に広がりが見られ、個人消費には力強さが欠ける状況があるものの、全般的に景気は緩やかな回復基調を

維持いたしました。 

 当社グループの事業領域において重要なウェイトを占めます学習塾業界におきましては、学力低下への不安

等を背景に公教育の改革が叫ばれ、ゆとり教育が転換期を迎えております。 

 介護業界におきましては、平成 18 年４月に介護保険法が改正され、介護予防サービス・地域密着サービスな

どの新たなサービスが開始されるとともに、既存の各サービスに対する介護報酬の改定が実施されるなど、事

業環境に変化の兆しが見えております。 

 このような環境の中、当社は、学習塾事業・介護事業におきまして積極的な営業活動を展開し、業容の拡大

に努めました。学習塾事業では、住宅地型校舎「エクセル」を７月に５校、12 月に２校、２月に３校の合計 10

校を開校いたしました。介護事業におきましては、当社施設のコンセプトである、多機能型施設の集大成とし

て 10 月に「ショートステイしらかば」を開設し、順調な滑り出しを見せております。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高（受注高）は 2,566,218 千円（前連結会計年度比 8.9％増）、営業利益

は 325,810 千円（同 10.7％増）、経常利益は 377,020 千円（同 14.7％増）、当期純利益は 206,332 千円（同 59.6％

増）となりました。 

 

 （次期の見通し） 

学習塾事業におきましては、国内について前年並みの校舎展開を行い塾生数の確保に努める所存ではありま

すが、今春の生徒募集が芳しくないことから期中平均塾生数の減少を見込んでおります。一方海外子会社につ

きましては平成 19 年１月に開校した新規校舎が順調に推移しております。 

介護・福祉事業におきましては、平成 18 年 10 月に開設した介護施設が順調に拡大することを見込んでおり

ます。 

またその他事業におきましては、前年並みの業績を見込んでおります。 

以上より、次期の業績見通しといたしましては、売上高 2,577,473 千円、営業利益 228,591 千円、経常利益

238,165 千円、当期純利益 129,656 千円を予定しております。 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産に関する分析 

流動資産は前連結会計年度末に比べて 68,237 千円増加し 739,051 千円となりました。これは受取手形及び営

業未収入金が 55,068 千円増加したことが主な要因です。また固定資産は前連結会計年度末に比べて 340,824

千円増加し 2,151,085 千円となりました。これは一方で学習塾事業において減損損失が発生したものの、他方

介護・福祉事業において短期入所生活介護（ショートステイ）施設を新設したこと等により建物及び構築物が

381,951 千円増加したこと等によるものです。この結果総資産額は前連結会計年度末に比べて 409,062 千円増

加の 2,890,137 千円となりました。 

流動負債については前連結会計年度末に比べて 25,038 千円増加の 525,237 千円となりました。これは買掛金

51,202 千円、短期借入金 40,000 千円減少したものの、未払法人税等が 101,760 千円増加したことが主な要因

です。また固定負債については匿名組合長期未払金がなくなったことからその他固定負債が 47,393 千円減少し

たことにより、102,929 千円となりました。この結果総負債額は前連結会計年度末に比べて 20,162 千円減少の

628,166 千円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 429,224 千円増加し、2,261,970 千円となりました。これは主と

して当社株式の大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－ヘラクレスへの上場に伴う公募増資により資

本金が 110,400 千円、資本剰余金が 110,400 千円増加したこと、及び当期純利益 206,332 千円を計上したこと

によるものであります。なお、自己資本比率は、公募増資による資本金等の増加による純資産の増加に伴い、

前連結会計年度末に比べて 4.4％増加し、78.3％となりました。 

   

② キャッシュ・フローに関する分析 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前期末に比べ 11,919 千円減少し、当期

末は 480,302 千円となりました。 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

ａ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は 261,393 千円（前年同期比 7.2％増）となりました。これは売上債権の減少

額 54,878 千円及び仕入債務の減少額 51,239 千円等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純

利益が 111,444 千円増加、法人税等の支払額が 123,720 千円減少したことによるものです。 

ｂ 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 448,345 千円（同 935.3％増）となりました。これは主に有形固定資産の取

得による支出 525,806 千円によるものです。 

ｃ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
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 財務活動の結果使用した資金は 274,657 千円増加し、171,990 千円となりました。これは短期借入金の純減

額 40,000 千円、長期借入金の返済による支出 35,560 千円等により一部相殺されたものの、株式の発行による

収入が 220,800 千円あったことによります。 
 
 （キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 
平成 17 年 

３月期 

平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

自己資本比率 68.3％ 73.9％ 78.3％

時価ベースの自己資本比率 ― ― 52.8％

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率 
99.1％ 68.9％ 46.9％

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
6282.4 倍 7781.6 倍 7782.3 倍

・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 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２） 時価ベースの自己資本比率については、当社株式が平成 17 年３月期及び平成 18 年３月期においては

非上場であり、株式時価総額の把握が困難なため記載しておりません。 

（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４） 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

ています。 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、企業価値の 大化のための事業拡大に必要な内部留保を確保しつつ、毎期のキャ

ッシュ・フローを勘案したうえで「業績連動型配当」を実施し、中長期的な成長のための戦略的投資等を勘案

しながら、配当の継続的な増加を目指してまいります。 

 
（４）事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性についての事項を記載しております。但し、当

社として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、投資判断上、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は、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しておりま

す。当社は、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針

であります。また、以下の記載は本株式に対する投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんの

で、この点にご留意ください。 

 

① 当社の事業について 

イ 業界の動向について 

ａ 学習塾事業について 

埼玉県教育委員会から発表された平成17年度の埼玉県内の公立小・中学校在籍児童生徒数は、中学校では

1,526人の減少になっていますが、平成12年～16年度に各年度3,000人～6,700人の減少が続いたことと比較す

れば、減少幅はやや改善が見られます。しかし、毎年国・私立中学への進学者が増加傾向にあることから、公

立中学校の在籍人数は今後暫く減少傾向が続くものと予測されます。また、 近の埼玉県内業界動向は、さい

たま市が合併により政令指定都市になったことや、都心への通勤圏として転出者数を上回る転入者数（いわゆ

る社会増）が見込まれることを背景に、他県資本の業者の参入が目立つようになってきており、当社にとって

も脅威になると考えられます。 
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このような状況下で当社の主力ターゲットである公立在籍の中学生の減少傾向により、当初想定していた塾

生の確保が未達となった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、他県からの参入傾向が今

後も強まることが予想されることで、当社の営業エリアでの競争激化に伴う販促活動や広告宣伝の強化を強い

られ、負担増により収益が悪化する可能性があります。 

 

  ｂ 介護・福祉事業について 

介護・福祉事業に係る介護サービスは介護保険法に基づいて、都道府県からの指定を受けて要介護者又は要

支援者に各種サービスを提供する事業であります。規制緩和の動きから要件を整えていれば異業種からの新規

参入も可能になっており、事業者間競争は益々厳しい状況になっております。また、介護報酬は介護保険法に

より予め決められており、事業者の価格戦略による他社との差別化の余地が少ない事業になっております。 

平成18年４月に介護報酬の見直しが行われましたが、今後も介護保険制度の３年ごとの見直しにより、増加

する介護保険の給付を抑制させるために、介護報酬が引下げられていくことが想定されております。したがい

まして、単価の値下がりを数量増でカバーできなければ売上高の増加には結び付かず、業績が圧迫されるわけ

ですが、当社には「しらかば」のような複合介護施設を当面は多店舗展開する計画がないため、収容人数が収

容可能定員に達した時点で、売上高は頭打ちとなる可能性があります。 

 

ロ 収益構造について 

当社の平成19年３月期の売上高は、学習塾事業が87.2％を占めており、総売上高に対する学習塾事業売上高

への依存度が非常に高い状況にあります。しかし、サービス提供の品揃えが充実しつつある介護・福祉事業の

売上高構成比率が徐々にではありますが上昇してきております。 

また、売上総利益における各事業の依存度は、学習塾事業が大部分を占め、介護・福祉事業は短期入所生活

介護（ショートステイ）施設の立ち上げ費用等から赤字となっております。介護・福祉事業の売上高は９割が

介護保険からの給付で占められており、公共性の高い事業であることから、今後も収益を大きく伸長させるこ

とは期待できないため、当社の収益構造は学習塾事業に依存する状況が継続する見通しであります。 

 

ハ 業績の季節変動について 

売上高及び売上総利益の上下比率は概ね５：５でありますが、営業利益及び経常利益の上下比率は概ね６：

４と、偏重が見られます。これは、売上高の構成比が高い８月の収益寄与度が大きいことと、広告宣伝費が、

春の塾生募集に向けて２月、３月に増額することが主な要因になっております。 

第１四半期の売上高は例年２月に主力塾生である中学３年生が、高校受験が終了して大量に卒塾してしまう

ことにより、塾生の総数が少なくなることから、売上構成比が他の四半期と比較して低くなる傾向があります。

また、第２四半期は受験を控えた小学６年生及び中学３年生の夏期合宿が８月に実施されるため、売上高、収

益ともに寄与度が高くなる傾向があります。 

 

ニ 減損会計導入による業績への影響について 

学習塾事業は今後校舎の収益が悪化した場合には、減損損失発生の可能性があります。当連結会計年度にお

きましては、鷲宮校、北上尾校、上尾校につきまして、減損損失を計上いたしました。 

介護・福祉事業は平成18年10月から短期入所生活介護（ショートステイ）施設がサービスを開始しておりま

すが、先行投資負担のため平成22年３月期からの黒字化を見込んでおります。しかし、想定している稼働率が

未達成となった場合赤字が継続することになり、減損損失発生の可能性があります。その場合損失の計上に伴

い当社の業績に影響を及ぼす惧れがあります。 

 

② 法的規制について 

イ 許認可について 

当社の第二事業本部の保育所「レインボースクール」は現在児童福祉法及び児童福祉法施行令に基づく認可

外保育施設の届出をさいたま市長宛に提出しており、認可外保育施設指導監督基準に準拠した運営を行ってお

ります。同指導監督基準には建築基準法に基づいた設備状況、消防法による防火設備や避難訓練の実施が規定

されております。また、園児の送迎バスの運行に関しては、道路運送法80条に係る有償運送許可を申請し、取

得しております。 
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これらの許認可は期間の更新手続き等の定めはありませんが、さいたま市の立入検査や、重大な事故の発生

時に不備事項を指摘され、改善できない場合、許認可が取消されて保育所運営や有償運送が停止となり、業績

への影響や芳しくない風評が高まる可能性があります。 

介護・福祉事業は、平成12年に施行された介護保険法に基づき、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護（シ

ョートステイ）、福祉用具の貸与・販売等ごとに、埼玉県から指定を受けて事業を行っております。これらの

サービスは、同じ施設内でのサービス提供であっても、各サービスごとに個別の指定が必要となります。ホー

ムヘルパーや看護師等の有資格者人数等、指定の要件が定められており、有資格者の人数等を確保できない事

態が発生した場合、指定が取消されることになります。当社は適正な人員確保や業務マニュアルを作成し従業

員研修を適宜実施しておりますが、ホームヘルパーの不祥事や有資格者の確保が不可能ないし困難になった場

合には、介護・福祉事業の継続が困難となり業績への影響を及ぼす可能性があります。 

 

ロ 関連法令について 

  ａ 特定商取引法について 

当社の主力事業である学習塾事業は、経済産業省の所管にあり、特定商取引に関する法律（以下、特定商取

引法という）により規制されております。特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」は、「特定

継続的役務」を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取り提供するものが該当しま

す。 近の傾向として規制全体の実効性を上げトラブルの抑制を図るため、罰金額の引上げ等罰則の強化が行

われております。当社は当該法令に係る規定を遵守して事業を行っております。 

また、昨今の塾校舎内における塾講師の不祥事等学習塾市場を取り巻く社会情勢の変化等に応じて特定商取

引法の改正等が行われ規制が強化された場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

   ｂ その他の主な規制法令について 

当社グループの事業を規制する主な関連法令は、前述した介護保険法、児童福祉法、建築基準法、消防法、

道路運送法、特定商取引法及び後述する個人情報の保護に関する法律（以下、個人情報保護法という。）の他、

介護施設での給食提供に係る食品衛生法があります。 

万一当社の事業が上記のような法令等の規定に抵触した場合には、当社の事業に係る芳しくない風評により、

業績または財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

しかしながら当社は、当社に属する総ての役職員に係るコンプライアンス（法令遵守）の重要性及び必要性

の十分な理解及び実践の徹底に努めるとともに、当社の事業に係る規制法令は無論のこと、その他の総ての一

般法令等に係る厳格な遵守の下に事業を運営しております。 

 

③ 当社の経営について 

イ 集団に係わる役務提供について 

当社は主力の学習塾事業だけでなく介護・福祉事業において、一度に数多くの顧客を対象に役務の提供を行

っており、その役務提供中に不慮の事故等が発生した場合、損害賠償等の責を負う可能性があります。介護施

設での給食提供に関しては、万一食中毒等が発生した場合には委託先が損害保険の加入等の対策を十分に行っ

ているため、直接当社に実害は発生いたしませんが、営業停止や施設の封鎖等の事態になった場合、芳しくな

い風評等によりその後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ロ 人材の獲得について 

当社グループの従業員数は平成19年３月31日現在において166名であり、内訳は学習塾事業に122名、介護・

福祉事業に29名、その他事業に３名、その他全社共通の管理部門に12名となっております。また、当社の学習

塾事業の臨時従業員は452名、契約社員は23名、介護・福祉事業の臨時従業員は64名、契約社員は５名と、塾

での非常勤講師、パート契約の介護ヘルパーなど臨時従業員が多いことに特徴があります。人材の確保は新卒

者の定期採用だけでなく、期中でも随時優秀な人材の募集に注力しておりますが、学習塾事業における年間10

校の新校開校ペースに必要な塾講師の確保ができない事態が生じた場合、学習塾事業の業績に影響が発生する

可能性があります。また、介護サービスに必要と定められている介護ヘルパー等の人員を確保できなかった場

合、介護・福祉事業の運営そのものに支障をきたす可能性があります。 
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ハ 個人情報の管理について 

当社は、主力の学習塾事業及び介護・福祉事業において不特定多数の個人を対象に役務を提供しております

が、学習塾事業では塾生の家族構成だけでなく、学校での成績、授業料の口座引落しのための銀行口座名義人、

口座番号、届出印の印影など重要な個人情報を取り扱っており、介護・福祉事業でも本人や家族の病歴等他人

には知られたくない個人情報を扱っております。個人情報保護法が平成17年４月１日から全面施行されたこと

に対応して、社内規程整備の一環として「個人情報管理規程」を制定し、従業員だけでなく、パート、アルバ

イト等臨時従業員に対しても法令遵守の徹底を図っております。また、入社時に秘密保持誓約書を提出させる

ことにより、退社後においても情報漏洩が起こらぬように周知徹底を図っております。 

さらに、当社は、当社の個人顧客、役員及び従業員の個人情報をも含めた重要な業務管理情報についてＩＤ

及びパスワードによって管理するとともに、平成20年３月期には本社入金管理システム更新に着手する計画が

あり、システム更新による情報管理の強化を図る方針です。 

しかしながら、このような施策を以ってしても個人情報を含むそれらの重要情報の社外漏洩を防止できず、

当該情報漏洩に起因して何らかの損害が発生した場合には、当社が損害賠償請求の対象となる可能性がありま

す。また、当社の情報管理体制に係る芳しくない風評が発生し、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

ニ 業務管理情報システムについて 

当社は業務管理情報システムを保有しており、当該システム内に、当社の個人顧客、役員及び従業員の個人

情報に係る基本情報等を蓄積しております。また、当社は、労働債務の管理、給与の支払、顧客に対する未収

入金等の請求、与信管理等の業務も当該システムによって行っており、当社の業務効率は当該システムに大き

く依存しております。 

しかしながら、当該システムが稼動しているサーバ（テープによるバックアップを実施中）が、不測の事態

（地震等の災害に伴う停電、故障等）により停止した場合には、当社の業務の遂行に支障をきたし、ひいては

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２ 企業集団の状況 
 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社秀文社）及び子会社である WASEDA SINGAPORE PTE.LTD.

によって構成されており、学習塾事業、介護・福祉事業及びその他の事業を展開しております。 

次の３部門は「４ 連結財務諸表等 （1)連結財務諸表 注記事項｣に掲げる事業の種類別セグメント情報の

区分と同一であります。 

なお、平成 18 年 10 月１日を以って 100％子会社である株式会社ボンズ・パブリシティ（その他事業）を吸収

合併いたしました。また、当社のその他の関係会社でありました株式会社早稲田アカデミーは、当社が平成 19

年３月 15 日に大阪証券取引所ニッポン・ニュー･マーケット－ヘラクレス市場に上場するに当たって、その所有

株式のうち 10,000 株の売出しを実施したことから、当社のその他の関係会社に該当しないこととなりました。 

① 学習塾事業 

学習塾事業といたしましては、小学生・中学生・高校生を対象としました進学指導を行っております。このう

ち中学生を対象としました中学生指導コースが主要なコースとなっておりますが、このコースは主に埼玉県立高

校への入学試験の準備を行い、宇都宮線沿線・高崎線沿線等の主要な県立高校への合格実績を着実に築いてまい

りました。 

近年は、これらの県立高校合格実績に加えまして、東京都内を含む私立難関高校への志望者も次第に増加し、

埼玉県内の有名難関私立高校をはじめ、早稲田大学・慶応大学の各附属高校を含む、首都圏私立難関高校への合

格実績も着実に輩出しております。 

 現在当社は従来からの校舎展開方針を転換中であり、駅前ではなく、対象児童・生徒の居住地域に近い、住宅

地への積極的な校舎展開を行っております。 

 また、子会社 WASEDA SINGAPORE PTE.LTD.は、シンガポールにおきまして、現地の日本人子弟に対する進学指

導を行っており、帰国後の受験準備のための進学塾として国内の校舎同様の運営を行っております。 

② 介護・福祉事業 

 介護事業は、学習塾事業の教育事業としての側面という経営資源から派生させた介護教育（訪問介護員１級・

２級、福祉用具専門相談員等の養成）事業をはじめ、訪問介護ステーション、通所介護、福祉用具貸与・販売、

居宅介護支援事業、短期入所生活介護（ショートステイ）を展開しております。一方、福祉事業は才能開発保育

「レインボースクール」を展開しております。 

 さいたま市北区吉野町では、以上の施設が同一の敷地内で運営されており、利用者の方々には様々な介護・福祉

サービスを享受していただく利便性を提供しております。 

③ その他事業 

当社グループのその他の事業といたしまして、広告・印刷業務を展開しております。 

 
なお、当社グループの事業系統図は以下の通りであります。 

当社 
 

連結子会社 

海外 

当社グループ

国内 

顧客（取引先）

印
刷
物
等
供
給 

代
金
支
払 

顧客（生徒・利用者） 顧客（生徒） 

＜  学 習 塾 事 業  ＞ 

国民健康保険 
団体連合会 

＜その他事業＞ 

利
用
料
請
求 

介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供

利
用
料
支
払

サ
ー
ビ
ス
提
供 

受
講
料
支
払 

サ
ー
ビ
ス
提
供 

受
講
料
支
払 

＜  介護・福祉事業  ＞ 

利
用
料
支
払

（WASEDA SINGAPORE PTE.LTD.）

＜学習塾事業＞ 
（株式会社 秀文社） 
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３ 経営方針 
 
（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、『夢のある社会づくり』実現に貢献する企業として、「人と人とのリレーションシップ」を重視

し、その信頼関係の上に、様々な家庭（家族）関連サービスを提供する『家族応援企業』であります。「家庭」と「親

子関係」というキーワードに基づいて、「子を思う親には教育サービス」を、「親を思う子には介護サービス」を、

という連関の中で、社会的に益々増加するであろう、これらの期待と需要に敏感に応えていくことを 大の使命と

考えております。 

  

その実現のために、以下の方針を掲げております。 

① 秀文社は、子供からお年寄りまで、すべての人の知的好奇心を満たし、生涯教育に奉仕することを通して社会に

貢献します。 

② 秀文社は、「人」と「人」とのリレーションシップを基盤に、社会が求める様々な教育・介護・福祉サービスを

提供します。 

③ 秀文社は、「親子関係」という、リレーションシップを重視し、「子を思う親」と「親を思う子」に貢献します。 

④ 秀文社は、家庭における様々な不安を解決し、すべての人に「安心」と「期待」を提供します。 

 

（２）目標とする経営指標 

 当社は、株主資本を有効活用し、企業価値の 大化を図るという視点から、株主資本当期純利益率（ROE）および

売上高経常利益率の２つを重要指標と位置付けており、当該指標の維持向上を図ってまいります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、教育・介護事業という市場に柔軟に対応し、業績を伸張させていくため、以下のような施策を

展開してまいります。 

 

① 校舎の積極展開 

学習塾事業におきましては、既存の営業テリトリーで周辺のドミナント強化をしてまいります。これは従来型の

サイシン校舎と、住宅地型のエクセル校舎の相乗効果を狙っていくものであります。難関私立高校志望者はサイシ

ン校舎へ、県立高校志望者はエクセル校舎へ、という棲み分けが当社のドミナントの中で可能となれば、大きな相

乗効果が期待できると考えられます。 

もうひとつは、県内空白地域への進出であります。当社が進出していない、または進出して間もない県内エリア

は、東武東上線沿線、西武線沿線があります。これらの地域は、東京都と隣り合わせの地域であり、慶応志木高校

の存在もあって難関私立高校志望者の多い地域でもあります。当社も早稲田大学・慶応大学附属高校の合格実績数

十名を安定的に出せる体制が整いましたので、この実績を以て当社の空白地域であるこの地域への進出及びドミナ

ント形成を果たしてまいります。 

当面、毎年 10 校前後の出校を行い、埼玉県内で早期に 100 校体制を確立し、その後垂直拡大等を検討したいと

考えております。 

 

② 中学受験対応サービスの強化 

文部科学省の「ゆとり教育」がもたらした学習内容の削減は、公教育に対する不安につながり、少子化による子

供一人当たりの教育費の増加も相俟って、私立及び公立の中高一貫校受験市場が拡大傾向にあります。この流れは、

都内のみならず、南部を中心に埼玉県にも広がりを見せ、埼玉県内の中堅私立高校が相次いで中学部を設置し始め

ております。 

当社では、この中学受験の需要に対応すべく、当社中学受験コース「ドルフィン」の拡充を行い、難関私立中学

受験への対応に加え、「小学 6年生からの私立中学受験」を謳い、中堅私立中学への受験指導に力を注いでまいりま

す。 

 

③ 複合介護施設の充実 

介護・福祉事業におきましては、2006 年 10 月に開設した短期入所生活介護（ショートステイ）を順調に軌道に

乗せ、早期の黒字化を達成することを当面の目標としております。 

また、当社の介護事業を集約した拠点である、さいたま市北区の施設は、各介護事業間の相乗効果という大きな

メリットをもたらしました。それは人材・車両・施設・ノウハウなどの有効利用と、利用者側から見た利便性であ

ります。自宅に近いところで、ある日は訪問介護サービスを、ある日はデイサービスを、必要になれば福祉用具の

レンタルを、というサービスをトータルに提供できる複合型の拠点を当社の強みとして構築してまいります。 
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（４）会社の対処すべき課題 

今後の見通しにつきましては、世界経済が回復しつつあり、また、国内企業部門が改善していることから、日本

の景気回復基調が続くものと見込まれます。しかしながら高騰する原油価格、今後の税制など先行きに不透明感も

残しており、その動向には留意する必要があります。 

学習塾業界におきましても、個人消費は持ち直しの兆しがあるものの、それが端的に家計に影響を及ぼすにはま

だ時間を要するものと見込まれる一方、引続き学齢人口は減少しており、各種の入学試験の易化傾向は続くものと

思慮されます。このような状況の中、各学習塾ともに集客に苦慮する可能性が高いと考えられます。 

また、介護・福祉業界は、一方で介護保険導入直後の混乱も収束しつつありますが、他方、介護保険制度の見直

しの時期も迎え混沌とした状況になりつつあります。 

こうした環境下、当社の学習塾事業につきましては、従来以上に新規開校地の選定に慎重かつ緻密な市場調査を

要するものと考えられます。また、一拠点 100 名程度の塾生数でも利益の出せるオペレーション方法を確立し、集

客を図っていきたいと考えております。 

介護・福祉事業におきましては、総合的な福祉・介護部門を目指しまして、短期入所生活介護（ショートステイ）

事業への安定的な黒字化を図る一方で、一つひとつの事業の多拠点化を図るべく人材の獲得・養成及びオペレーシ

ョン方法の確立を図ってゆく所存であります。 

当社は、学習塾事業、介護・福祉事業共に、「人による、人に対するサービスの提供」をその内容としており、

旺盛な事業展開のためには講師職、介護・福祉職共に優秀な人材の獲得が要になります。こうした認識の下、新規

学卒者・中途入職者の採用活動には特に注力し、新たな戦力の獲得を図っていくことを 優先の課題と考えており

ます。そのためには、求人媒体の選定、求人記事の内容の工夫、入社説明会の運営方法の再検討を始めとした求人

活動上の工夫を加えてまいります。更に、人事考課制度・賞与制度・給与制度等の人事政策の改定も加えることで

人材の定着率の向上も図ってまいります。 

次に、当社は主に学習塾事業におきまして、宇都宮線・高崎線の各沿線を中心にドミナント形成を図りつつ、知

名度の向上に努めてまいりました。しかしながら、京浜東北線・埼京線・東武東上線などの沿線では未だ、十分な

知名度を得るに至っておらず、全県的な拠点展開の上でのアドヴァンテージは十分ではありません。従って、今後

は、学習塾事業における新たな校舎展開や、介護・福祉事業における訪問介護事業を中心とした拠点展開を図る中

で、全県的な知名度向上に努めていく方針であります。 
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４.連結財務諸表等 

(1）連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

1．現金及び預金  521,387  509,476

2．受取手形及び 
営業未収入金 

※3 101,958  157,026

3．たな卸資産  3,935  2,380

4．繰延税金資産  15,718  28,167

5．その他  29,386  44,673

貸倒引当金  △1,574  △2,673

流動資産合計  670,813 27.0  739,051 25.6

Ⅱ 固定資産   

1．有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 ※1 949,047 1,392,873 

減価償却累計額  285,064 663,983 346,939 1,045,934

(2) 機械装置及び運搬具  68,888 69,023 

減価償却累計額  50,457 18,431 46,884 22,139

(3) 土地 ※1 689,833 689,833

(4) 建設仮勘定  33
 

11,635

(5) その他  107,549 135,998 

減価償却累計額  87,191 20,358 99,055 36,943

有形固定資産合計  1,392,639 56.2  1,806,485 62.5

2．無形固定資産   

 （1）のれん   －  1,946

 （2）その他  12,719  15,357

無形固定資産合計  12,719 0.5  17,303 0.6
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

3．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  62,644  14,894

(2) 繰延税金資産  11,910  21,562

(3) 差入保証金  150,389  157,818

(4) 長期性預金  50,000  50,000

(5) その他  132,857  85,919

貸倒引当金  △2,899  △2,899

投資その他の資産合計  404,902 16.3  327,296 11.3

固定資産合計  1,810,261 73.0  2,151,085 74.4

資産合計  2,481,075 100.0  2,890,137 100.0

  

（負債の部）  
 

Ⅰ 流動負債   

1．買掛金  59,666  8,463

2．短期借入金  40,000  －

3．1年以内返済予定の 
長期借入金 

※1 35,560  27,660

4．未払法人税等  19,296  121,057

5．未払消費税等  17,445  5,081

6．前受金  214,044  166,865

7．賞与引当金  25,018  27,220

8．その他  89,167  168,888

流動負債合計  500,198 20.1  525,237 18.2

 
 



－ 13 － 

 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債   

1．長期借入金 ※1 92,510  94,850

2．連結調整勘定  8,226  －

3. 負ののれん  －  8,079

4．その他  47,393  －

固定負債合計  148,129 6.0  102,929 3.5

負債合計  648,328 26.1  628,166 21.7

 
（少数株主持分） 

  

   

  少数株主持分  － －  － －

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※2 29,000 1.2  － －

Ⅱ 資本剰余金  5,000 0.2  － －

Ⅲ 利益剰余金  1,798,350 72.5  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 △839 △0.0  － －

Ⅴ 為替換算調整勘定  1,235 0.0  － －

資本合計  1,832,746 73.9  － －

負債、少数株主持分及び資
本合計 

 2,481,075 100.0  － －
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － －  139,400 4.8

２．資本剰余金  － －  115,400 4.0

３．利益剰余金  － －  2,001,432 69.3

株主資本合計  － －  2,256,232 78.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差額
金 

 － －  729 0.0

２．為替換算調整勘定  － －  5,008 0.2

評価・換算差額等合計  － －  5,737 0.2

純資産合計  － －  2,261,970 78.3

負債純資産合計  － －  2,890,137 100.0
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② 連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 百分比

（％）

Ⅰ 売上高  2,355,515 100.0  2,566,218 100.0

Ⅱ 売上原価  1,648,323 70.0  1,752,750 68.3

売上総利益  707,192 30.0  813,468 31.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 412,962 17.5  487,658 19.0

営業利益  294,230 12.5  325,810 12.7

Ⅳ 営業外収益    

1．受取利息  857 680  

2．受取配当金  334 391  

3. 連結調整勘定償却額  2,093 －  

4. 負ののれん償却額  － 4,039  

5．匿名組合投資利益  12,468 49,444  

6．保険返戻金及び配当金  9,078 5,876  

7．受取助成金  4,757 5,871  

8．業務受託料収入  4,451 3,074  

9．受取手数料  2,772 3,505  

10．その他  2,615 39,428 1.7 3,419 76,304 3.0

Ⅴ 営業外費用    

1．支払利息  3,132 3,358  

2. 控除対象外消費税等  1,225 2,074  

3. 新株交付費  － 2,070  

4. 上場関連費用  － 16,397  

5．その他  560 4,919 0.2 1,192 25,094 1.0

経常利益  328,739 14.0  377,020 14.7

 Ⅵ 特別利益    

1．固定資産売却益 ※2 896 －  

2. 投資有価証券売却益  14,330 －  

3. 退職給付制度移行利益  6,645 －  

4. その他  396 22,268 0.9 － － －

 Ⅶ 特別損失    

  1．固定資産除却損 ※3 5,110 896  

  2. 投資有価証券売却損  － 3,198  

  3. 減損損失 ※4 88,428 22,881  

  4. 給与手当精算損  20,418 －  

  5．その他 ※5 1,324 115,280 4.9 2,872 29,848 1.2

税金等調整前当期純利益  235,727 10.0  347,171 13.5

法人税、住民税及び事業税  102,033 164,044  

法人税等調整額  4,418 106,451 4.5 △23,205 140,839 5.5

当期純利益  129,275 5.5  206,332 8.0
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③ 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

区分 
注記
番号 

金額（千円）  

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   5,000   

Ⅱ 資本剰余金期末残高   5,000   

     

（利益剰余金の部）     
 

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,673,725   
Ⅱ 利益剰余金増加高      

1.当期純利益  129,275 129,275   
Ⅲ 利益剰余金減少高      

1.配当金  3,250    

   2.役員賞与金  1,400 4,650   

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,798,350   
      

 



－ 17 － 

 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 
株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 29,000 5,000 1,798,350 1,832,350

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 110,400 110,400  220,800

剰余金の配当（注） △3,250 △3,250

当期純利益 206,332 206,332

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

110,400 110,400 203,082 423,882

平成19年３月31日 残高（千円） 139,400 115,400 2,001,432 2,256,232

 

評価・換算差額等 

 その他有
価証券評
価差額金 

為替換算
調整勘定

評価・換算差
額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高（千円） △839 1,235 395 1,832,746

連結会計年度中の変動額  

新株の発行  220,800

剰余金の配当（注）  △3,250

当期純利益  206,332

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

1,568 3,773 5,341 5,341

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

1,568 3,773 5,341 429,224

平成19年３月31日 残高（千円） 729 5,008 5,737 2,261,970

 （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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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税金等調整前当期純利益  235,727 347,171 

減価償却費  75,097 89,978 

減損損失  88,428 22,881 

連結調整勘定償却額  △2,093 － 

のれん償却額  － 1,946 

負ののれん償却額  － △4,039 

貸倒引当金の増減額  △746 1,099 

賞与引当金の増減額  △605 2,202 

受取利息及び受取配当金       △1,192 △1,072 

匿名組合投資利益  △12,468 △49,444 

固定資産売却益  △896 － 

投資有価証券売却益  △14,330 － 

投資有価証券売却損  － 3,198 

固定資産除却損  5,110 896 

支払利息  3,132 3,358 

売上債権の増加額  △7,262 △54,878 

たな卸資産の減少額  13,163 1,555 

仕入債務の増減額  2,998 △51,239 

未払金の増減額  △11,375 66,560 

前受金の増減額  66,960 △47,178 

未払消費税等の増減額  409 △12,364 

その他  2,021 13,810 

役員賞与の支払額  △1,400 － 

小計  440,676 334,442 

利息及び配当金の受取額  936 1,069 

利息の支払額  △3,066 △3,571 

法人税等の支払額  △194,769 △71,048 

法人税等の還付額  － 501 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 243,777 261,393 
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前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

定期預金の払戻による
収入 

 16,000 － 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △173,701 △525,806 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 88,836 3,500 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △667 △7,837 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 22,752 47,224 

差入保証金の差入によ
る支出 

 △15,881 △14,024 

差入保証金の返還によ
る収入 

 4,112 6,095 

出資金の償還による収
入 

 － 52,051 

その他投資にかかる支
出 

 △10,317 △11,099 

その他投資にかかる収
入 

 25,562 1,551 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △43,304 △448,345 
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前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の純減額  △38,337 △40,000 

長期借入金の借入によ
る収入 

 20,000 30,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △81,080 △35,560 

株式の発行による収入  － 220,800 

配当金の支払額  △3,250 △3,250 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △102,667 171,990 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 3,237 3,043 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額 

 101,042 △11,919 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 391,178 492,221 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※1 492,221 480,302 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

1．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ２社 

（2）主要な連結子会社の名称 

(1) 連結子会社の数  ２社 

（2）主要な連結子会社の名称 

    株式会社ボンズ・パブリシティ 

WASEDA SINGAPORE PTE.LTD. 

   株式会社ボンズ・パブリシティ 

WASEDA SINGAPORE PTE.LTD. 

なお、当社は、連結子会社であった

株式会社ボンズ・パブリシティを平

成18年10月1日付けで吸収合併した

ため、当該期日までの損益計算書の

みを連結しております。 

   

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 

3．連結子会社の事業年度等に関

する事項 

 連結子会社のうち、株式会社ボンズ・

パブリシティの決算日は９月30日であり

ます。 

連結財務諸表の作成に当たっては、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。 

また、連結子会社のうち、WASEDA 

SINGAPORE PTE.LTD.の決算日は12月31日

であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、１月１日から連結決算日３

月31日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行って

おります。 

連結子会社のうち、株式会社ボンズ・

パブリシティの決算日は９月30日であ

ります。 

なお株式会社ボンズ・パブリシティは

平成18年10月１日をもって当社と合併

いたしましたので、連結子会社の 後の

事業年度は平成18年４月１日から平成

18年９月30日となっております。 

また、連結子会社のうち、WASEDA 

SINGAPORE PTE.LTD.の決算日は12月31日

であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、１月１日から連結決算日３

月31日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行って

おります。 

4．会計処理基準に関する事項  

  

 

イ 有価証券 イ 有価証券  (1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法  (イ)その他有価証券  (イ) その他有価証券 

    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、売却原価は総平均法によ

り算定） 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は総平均法に

より算定） 

時価のないもの 

同左 

 

 ロ たな卸資産 

   当社グループは総平均法による原

価法を採用しております。 

ロ たな卸資産 

同 左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

イ 有形固定資産 イ 有形固定資産  (2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法   当社及び国内連結子会社は定率法

を、また、在外連結子会社は定額法を

採用しております。 

（ただし、当社及び国内連結子会社は

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）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 ８年～47年 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ 無形固定資産 

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）

に基づく定額法を採用しております。

ロ 無形固定資産 

同 左 

イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金  (3) 重要な引当金の計上基準 

  売上債権、貸付金等の債権の貸倒に

よる損失に備えるため、当社及び国内

連結子会社は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。また在外連結子会社は主とし

て特定の債権について回収不能見込額

を計上しております。 

同 左 

 ロ 賞与引当金 

  当社及び国内連結子会社は従業員に

対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額のうち当連結会計年度

負担額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同 左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

(4) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準 

 在外子会社の資産及び負債は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算しております。なお、換算差

額は資本の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。 

在外子会社の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨

に換算しております。なお、換算差額は

純資産の部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。 

 

 

(5) 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 

 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについて特例処理の条

件を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。 

イ ヘッジ会計の方法 

同 左 

 

 
 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段………金利スワップ 

・ヘッジ対象………借入金利息 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

 
 ハ ヘッジ方針 

  当社のデリバティブ取引は、金利変

動リスクを回避することが目的であ

り、投機的な取引は行わない方針であ

ります。 

ハ ヘッジ方針 

同 左 

 

 

 
 ニ ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップについては特例処理に

よっているため、有効性の評価を省略

しております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 
        同 左 

 (7) 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 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっており、控除対象

外消費税及び地方消費税は、当連結会

計年度の費用として処理しておりま

す。 

消費税等の会計処理 

        同 左 

5．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

 

同 左 

 

6．連結調整勘定の償却に関す

る事項 

 連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っております。 

同 左 

 

7.のれん及び負ののれんの 

 償却に関する事項 

────── 

 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の定額法により償却を行って

おります。 

 



－ 24 － 

 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

8．利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

   

────── 

 

9．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、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 
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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 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（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。これにより税金等調整前当期純利益

は88,428千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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は

2,261,970千円であります。 

 なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、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） 

 当連結会計年度から「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

事業分離等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。 

 これにより営業利益は、1,946千円減少しております。

 連結財務諸表規則の改正による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。 

 （連結貸借対照表） 

「連結調整勘定」は、当連結会計年度より「のれん」

及び「負ののれん」として表示しております。 

（連結損益計算書） 

 「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度より「の

れん償却額」及び「負ののれん償却額」として表示して

おります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度より「の

れん償却額」及び「負ののれん償却額」として表示して

おります。 
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追加情報 
 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 当社は学習塾の売上高の計上基準について、従来教

材収入等に含まれていた諸経費収入については、現金

受領時に収益として計上しておりましたが、中途解約

時には、請求の有無にかかわらず未経過分を返金する

ことにしたため、当連結会計年度から受講期間に対応

して収益を計上しております。 

 この結果、売上総利益、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益はそれぞれ54,154千円少なく計

上されております。 

 
 

────── 

 
 

 
────── 

 
 
 
 
 
 
 
 
 当社は、当連結会計年度より資本金が1億円超になり外

形標準課税制度が適用となったことに伴い、「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」（企業会計基準委員会 平成16

年2月13日 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については、販売費及び一般管理

費に計上しております。この結果、販売費及び一般管理

費が8,000千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益がそれぞれ8,000千円減少しております。 
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注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※1 担保に供している資産 

建物及び構築物 286,143千円 

土地 200,360 

 計 486,503千円 

    上記物件は、１年以内返済予定の長期借入金

28,900千円、長期借入金82,500千円の担保に供し

ております。 

※1 担保に供している資産 

建物及び構築物 263,051千円 

土地 196,273 

 計 459,324千円 

    上記物件は、１年以内返済予定の長期借入金 

15,000千円、長期借入金67,500千円の担保に供し

ております。 

※2 当社の発行済株式総数は、普通株式130,000株であ

ります。 

※3       

────── 
 

※2  

          ────── 

※3 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。 

  受取手形             11,009千円 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

広告宣伝費 62,841千円

貸倒引当金繰入額 651 

役員報酬 111,229 

給与手当 61,557 

賞与引当金繰入額 2,580 

支払手数料 58,821 
 

広告宣伝費 116,181千円

貸倒引当金繰入額 2,698 

役員報酬 119,040 

給与手当 64,627 

賞与引当金繰入額 2,460 

支払手数料 53,242 
 

※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

   機械装置及び運搬具         896千円 

※2  

         ────── 
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  

建物及び構築物 4,117千円

機械装置及び運搬具 183 

器具及び備品 388 

撤去費用 420 

計 5,110千円
  

 
建物及び構築物 896千円

  

※4 減損損失 ※4 減損損失 

用途 場所 種類 
減損損失 

（千円） 

遊休資産 
埼玉県 

幸手市 
土地 66,146 

遊休資産 
埼玉県 

蓮田市 
土地 22,281 

計 － － 88,428 
 

用途 場所 種類 
減損損失 

（千円） 

事業用資産 

（上尾校） 

埼玉県 

上尾市 

建物及び

構築物他 
13,880 

事業用資産 

（北上尾校） 

埼玉県 

上尾市 

建物及び

構築物他 
8,350 

事業用資産 

（鷲宮校） 

埼玉県 

鷲宮町 

建物及び

構築物他 
 650 

計 － － 22,881 
 

当社グループは、資産を用途により事業用資産及び

遊休資産に分類しております。また管理会計上の区分

を基準に事業用資産は各事業部門別の独立した会計単

位、遊休資産は物件単位にグルーピングしております。

なお、本社及び福利厚生施設等については、共用資産

としてグルーピングしております。 

 当連結会計年度において、遊休資産は時価の下落に

より、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その減少

額を減損損失として特別損失に計上しております。 

  遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、上記幸手市の土地については売却予定額、

蓮田市の土地については鑑定評価額に基づき算定して

おります。 

当社グループは、資産を用途により事業用資産及び

遊休資産に分類しております。また管理会計上の区分

を基準に事業用資産は各事業部門別の独立した会計単

位、遊休資産は物件単位にグルーピングしております。

なお、本社及び福利厚生施設等については、共用資産

としてグルーピングしております。 

  上記表中の事業用資産のうち、上尾校及び北上尾校

については翌連結会計年度に移転を予定しており、鷲

宮校については当初予定していた収益が見込めなくな

ったことから、損失を認識いたしました。 

なお、当該資産について、いずれも将来キャッシュ・

フローがマイナスであるため回収可能額をゼロとして

測定しております。 

※5 特別損失のその他の主な内容は次のとおりであり

ます。 

※5 特別損失のその他の主な内容は次のとおりであり

ます。 
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固定資産売却損 

土地 811千円
  

 
固定資産売却損 

 機械装置及び運搬具     1,888千円 

 器具及び備品    983千円 

  計   2,872千円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 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） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 130,000 20,000 － 150,000 

合計 130,000 20,000 － 150,000 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加 20,000 株は、有償一般募集（ブックビルディング方式）による 
新株の発行による増加であります。 

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（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 3,250 25 平成18年3月31日 平成18年6月29日

 
(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 
定時株主総会 

普通株式 37,500 利益剰余金 250 平成19年3月31日 平成19年6月28日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※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 

（平成18年３月31日現在）

※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 

（平成19年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 521,387

預入期間が３か月を超える定

期預金 
△29,166

現金及び現金同等物 492,221
 

（千円）

現金及び預金勘定 509,476

預入期間が３か月を超える定

期預金 
△29,174

現金及び現金同等物 480,302
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

1．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

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） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

4,761 2,380 2,380

合計 4,761 2,380 2,380

  

 

 
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）

機械装置及び
運搬具 

－ － －

器具及び備品 11,245 702 10,542

合計 11,245 702 10,542

  
2．未経過リース料期末残高相当額等 

  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等 

  未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 962千円

１年超 1,482千円

合計 2,445千円
  

 
１年内 2,779千円

１年超 7,766千円

合計 10,546千円
  

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 
 

支払リース料 1,005千円

減価償却費相当額 952千円

支払利息相当額 63千円
  

 
支払リース料 1,385千円

減価償却費相当額 1,337千円

支払利息相当額 46千円
  

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 

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。 

 （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。 

5．利息相当額の算定方法 

同 左 

 

 

 （減損損失について） 

同 左 
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（有価証券関係） 

   前連結会計年度（平成 18 年３月 31 日） 

 1．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 669 2,698 2,028

(2)債券 

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

(3)その他 － － －

 小計 669 2,698 2,028

(1)株式 － － －

(2)債券 

① 国債・地方債等 10,000 9,807 △193

② 社債 － － －

③ その他 － － －

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

(3)その他 50,422 47,138 △3,283

 小計 60,422 56,945 △3,476

合計 61,092 59,644 △1,447

 
2．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 3,000 

 
3．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

22,752 14,330 － 
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   当連結会計年度（平成 19 年３月 31 日） 

 1．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 699 2,003 1,333

(2)債券 

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － －  －

③ その他 － － －

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

(3)その他 － － －

 小計 699 2,003 1,333

(1)株式 － － －

(2)債券 

① 国債・地方債等 10,000 9,891 △109

② 社債 － － －

③ その他 － － －

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

(3)その他 － － －

 小計 10,000 9,891 △109

合計 10,669 11,894 1,224

 

2．時価評価されていない主な有価証券の内容 
 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 3,000 

 
3．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

47,224 － 3,198 
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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 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1) 取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

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 

デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリス

ク回避を目的としており、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 

 

(3) 取引の利用目的 

デリバティブ取引は、借入金利息の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用しております。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特例処理の条件を満たしてお

りますので、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 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金利息 

③ ヘッジ方針 

デリバティブ取引は、金利変動リスクを回避するこ

とが目的であり、投機的な取引は行わない方針であり

ます。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップについては特例処理によっているた

め、有効性の評価を省略しております。 

(3) 取引の利用目的 

 

同 左 

 

(4) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。 

 なお、主要金融機関を相手方としており、信用リス

クはないと判断しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同 左 

 

 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の実行及び管理は経理部が行って

おります。デリバティブ取引に関する管理規程は特に

設けてはおりませんが、デリバティブ取引等の重要な

契約につきましては、内規により取締役の承認を得て

行っております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同 左 

 

 

 
2．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 18 年４月

１日 至平成 19 年３月 31 日） 

デリバティブ取引にはヘッジ会計が適用されているため記載を省略しております。 
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（退職給付関係） 
１．採用している退職給付制度の概要 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

当社は、平成 17 年４月に適格退職年金制度の全部につ

いて、確定拠出年金制度へ移行しました。 
 

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。  
 

 
2．退職給付債務に関する事項 

      該当事項はありません。 
 

3．退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

退職給付費用 11,055千円 14,370千円 

 
（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

    該当事項はありません。 

 
（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動） 

賞与引当金繰入超過額 10,520千円   賞与引当金繰入超過額 11,007千円   

貸倒引当金繰入超過額 281  貸倒引当金繰入超過額 332  

未払事業税否認 1,705  未払事業税否認  9,635  

未払事業所税否認 1,457  未払事業所税否認 1,910  

未払社会保険料否認 1,130  未払社会保険料否認 1,257  

未払企業年金掛金否認 424  未払企業年金掛金否認 465  

未払不動産取得税否認 198  未払不動産取得税否認 3,558  

      計 15,718千円        計 28,167千円  

繰延税金資産（固定）   繰延税金資産（固定）   

貸倒引当金繰入超過額 1,219千円  貸倒引当金繰入超過額 1,172千円  

減価償却限度超過額 12  減価償却限度超過額     10  

修繕積立金否認 333  修繕積立金否認 342  

ゴルフ会員権評価損否認 252  ゴルフ会員権評価損否認 242  

土地評価差額 1,958  土地評価差額 1,883  

土地減損分 9,369  減損損失分 18,263  

長期前払費用償却超過額 114  長期前払費用償却超過額 141  

その他有価証券評価差額金 608   繰延税金資産（固定）小計 22,057  

繰延税金資産（固定）小計 13,868  評価性引当額   －  

評価性引当額 △1,958  繰延税金資産（固定）合計 22,057  

    計 11,910  繰延税金負債（固定）   

繰延税金資産の純額 27,629千円   その他有価証券評価差額金 △495千円  

        計 △495  
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 繰延税金資産の純額 49,730千円  

      

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率              42.05％ 

（調整） 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である 

  留保金課税              2.89 

  住民税均等割             2.06 

  その他                             △1.84 

ため記載を省略しております。 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  45.16％ 

3. 

────── 

 

 

 

 

 

 

3. 当社は、当連結会計年度より資本金が1億円超にな

り外形標準課税制度が適用になったことに伴い、当

連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計

算に使用した法定実効税率は、従来の42.05％から

40.44％に変更しております。 

  その結果、繰延税金資産が1,057千円減少し、当連

結会計年度に費用計上された法人税等調整額が

1,034千円、その他有価証券評価差額金が23千円それ

ぞれ増加しております。 

 

 

 

 



－ 38 － 

 

（セグメント情報） 

事業の種類別セグメント情報 

近 2連結会計年度の事業の種類別セグメント事業は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 
学習塾事業
（千円） 

介護・福祉
事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 2,076,780 231,948 46,786 2,355,515 － 2,355,515

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 105,676 105,676 (105,676) －

計 2,076,780 231,948 152,462 2,461,191 (105,676) 2,355,515

営業費用 1,566,470 225,309 149,488 1,941,268 120,017 2,061,285

営業利益 510,310 6,638 2,974 519,923 (225,693) 294,230

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出 

 

資産 948,166 535,089 118,651 1,601,906 879,168 2,481,075

減価償却費 47,345 14,271 3,284 64,902 10,194 75,097

減損損失 22,281 － － 22,281 66,146 88,428

資本的支出 120,373 48,429 855 169,657 3,124 172,782

（注）1．事業区分の方法 

事業は、サービスの種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2．各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要サービス 

学習塾事業 小学生・中学生・高校生を対象とした進学指導 

介護・福祉事業 介護教育、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援、

才能開発保育 
その他事業 広告・印刷業務 

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金額は 227,219 千円であり、その主なも

のは、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,014,345 千円であり、その主なものは、

当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 
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当連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

 
学習塾事業
（千円） 

介護・福祉
事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 2,239,011 253,897 73,309 2,566,218 － 2,566,218

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 24,449 24,449 (24,449) －

計 2,239,011 253,897 97,759 2,590,668 (24,449) 2,566,218

営業費用 1,642,012 296,681 94,536 2,033,230 207,177 2,240,408

営業利益 596,998 (42,783) 3,222 557,437 (231,627) 325,810

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出 

 

資産 1,127,316 1,023,829 40,485 2,191,632 698,905 2,890,537

減価償却費 52,809 25,380 2,787 80,978 9,000 89,978

減損損失 22,881 － － 22,881 － 22,881

資本的支出 98,600 421,036 2,124 521,762 12,338 534,100

（注）1．事業区分の方法 
事業は、サービスの種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2．各区分に属する主要なサービス 
事業区分 主要サービス 

学習塾事業 小学生・中学生・高校生を対象とした進学指導 

介護・福祉事業 介護教育、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援、

才能開発保育、短期入所生活介護（ショートステイ） 
その他事業 広告・印刷業務 

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金額は 231,627 千円であり、その主な

ものは、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、743,840 千円であり、その主なものは、当

社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 
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所在地別セグメント情報 
前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 18 年４月

１日 至平成 19 年３月 31 日） 
     本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 
 

海外売上高 
前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 18 年４月

１日 至平成 19 年３月 31 日） 
     海外売上高は、いずれも連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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関連当事者との取引 
前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 
当社と関連当事者の間には重要な取引はないため、該当事項はありません。 
 
当連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 
当社と関連当事者の間には重要な取引はないため、該当事項はありません。 

 
（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 14,098円04銭 

１株当たり当期純利益金額 994円42銭 

  

 

１株当たり純資産額 15,079円80銭 

１株当たり当期純利益金額 1,575円88銭 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 当社は、平成18年３月６日付で株式１株につき10株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額       13,164円56銭 

１株当たり当期純利益金額     1,819円55銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 （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。 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当期純利益（千円） 129,275 206,332 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 129,275 206,332 

普通株式の期中平均株式数（株） 130,000 130,931 

 
 
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５. 個別財務諸表等 

(1）財務諸表 

① 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

1．現金及び預金  448,464  466,305

2. 受取手形 ※4 －  24,379

3．営業未収入金 ※3 91,865  130,505

4．商品  2,516  1,069

5．貯蔵品  1,342  1,310

6．前払費用  25,658  31,146

7．繰延税金資産  15,028  28,167

8. その他 ※3 788  8,849

貸倒引当金  △1,561  △2,673

流動資産合計  584,102 24.1  689,058 24.0

Ⅱ 固定資産   

1．有形固定資産   

(1) 建物 ※1 844,235 1,306,429 

減価償却累計額  249,546 594,689 309,881 996,548

(2) 構築物  68,774 86,443 

減価償却累計額  31,037 37,736 37,057 49,386

(3) 機械及び装置  3,561 8,348 

減価償却累計額  3,229 331 4,535 3,813

(4) 車両運搬具  50,814 60,675 

減価償却累計額  38,499 12,314 42,348 18,326

(5) 器具及び備品  87,621 126,989 

減価償却累計額  68,547 19,073 90,260 36,729

(6) 土地 ※1 685,097 689,833

(7) 建設仮勘定  33
 

－

有形固定資産合計  1,349,278 55.8  1,794,636 62.6
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

2．無形固定資産   

（1）ソフトウェア  8,735  10,191

（2）その他  3,886  5,166

無形固定資産合計  12,622 0.5  15,357 0.5

3．投資その他の資産   

（1）投資有価証券  61,724  14,894

（2）関係会社株式  87,500  42,500

（3）出資金  50,050  50

（4）長期前払費用  30,978  41,998

（5）繰延税金資産  11,315  21,562

（6）差入保証金  148,889  157,818

（7）保険積立金  33,288  37,488

（8）長期性預金  50,000  50,000

（9）その他  2,959  6,382

貸倒引当金  △2,499  △2,899

投資その他の資産合計  474,206 19.6  369,796 12.9

固定資産合計  1,836,107 75.9  2,179,790 76.0

資産合計  2,420,210 100.0  2,868,849 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

1．買掛金  16,230  10,787

2．短期借入金  30,000  －

3．１年以内返済予定の長期
借入金 

※1 28,900  27,660

4．未払金 ※3 85,835  107,381

5．未払費用  44,019  50,079

6．未払法人税等  16,348  117,728

7．未払消費税等  16,620  5,081

8．前受金  212,622  166,865

9．預り金  379  5,531

10．賞与引当金  23,908  27,220

11．その他  5  5

流動負債合計  474,869 19.6  518,340 18.1
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債   

1．長期借入金 ※1 82,500  94,850

2．匿名組合長期未払金  47,393  －

3. 負ののれん  －  8,079

固定負債合計  129,893 5.4  102,929 3.6

負債合計  604,762 25.0  621,270 21.7

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※2 29,000 1.2  － －

Ⅱ 資本剰余金   

1．資本準備金  5,000 － 

  資本剰余金合計  5,000 0.2  － －

Ⅲ 利益剰余金   

1．利益準備金  5,025 － －

2．任意積立金   

(1)別途積立金  109,500 － 

3．当期未処分利益  1,668,138 － 

利益剰余金合計  1,782,663 73.7  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 △1,215 △0.1  － －

資本合計  1,815,447 75.0  － －

負債・資本合計  2,420,210 100.0  － －
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － －  139,400 4.9

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 115,400 

資本剰余金合計  － －  115,400 4.0

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  － 5,025 

(2）その他利益剰余金   

別途積立金  － 109,500 

繰越利益剰余金  － 1,877,524 

利益剰余金合計  － －  1,992,049 69.4

株主資本合計  － －  2,246,849 78.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差額
金 

 － －  729 0.0

評価・換算差額等合計  － －  729 0.0

純資産合計  － －  2,247,578 78.3

負債純資産合計  － －  2,868,849 100.0
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② 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  2,276,457 100.0  2,484,450 100.0

Ⅱ 売上原価  1,502,376 66.0  1,688,838 68.0

売上総利益  774,080 34.0  795,611 32.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  ※1 483,910 21.3 484,806 19.5

営業利益  290,169 12.7
 

310,805 12.5

Ⅳ 営業外収益   

1．受取利息  857 675 

2．受取配当金  330 386 

3．負ののれん償却額  － 2,019 

4．匿名組合投資利益  12,468 49,444 

5．保険返戻金及び配当金  9,076 207 

6．受取助成金  4,757 5,871 

7．業務受託料収入  4,451 3,074 

8．受取手数料  2,772 3,505 

9．その他  1,911 36,624 1.6 2,966 68,150 2.8

Ⅴ 営業外費用   

1．支払利息  2,859 3,228 

2．控除対象外消費税等  1,225 2,074 

3. 新株交付費  － 2,070 

4. 上場関連費用  － 16,397 

5．その他  560 4,646 0.2 1,192 24,963 1.0

経常利益  322,147 14.1  353,992 14.3

Ⅵ 特別利益   

1．固定資産売却益 ※2 394 － 

2. 投資有価証券売却益  14,330 － 

3. 退職給付制度移行利益  6,645 － 

4. 抱合せ株式消滅差益  － 24,990 

5. その他  396 21,766 1.0 － 24,990 1.0
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失   

 1. 固定資産除却損 ※3 5,110 896 

2. 投資有価証券売却損  － 3,198 

3. 減損損失 ※4 88,428 22,881 

4. 給与手当精算損  20,418 － 

5. その他  ※5 1,324 115,280 5.1 2,872 29,848 1.2

税引前当期純利益  228,633 10.0  349,134 14.1

法人税、住民税及び事業
税 

 102,500 160,000 

法人税等調整額  4,114 106,614 4.7 △23,501 136,498 5.5

当期純利益  122,018 5.3  212,635 8.6

前期繰越利益  1,546,119  －

当期未処分利益  1,668,138  －
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売上原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 人件費    

 1．給与手当  679,016 751,821  

 2．賞与  35,021 39,774  

 3．賞与引当金繰入額  21,328 24,760  

 4．退職給付費用  9,576 11,391  

 5．法定福利費  58,361 68,107  

 6．その他  35,687 838,991 55.8 40,110 935,965 55.4

Ⅱ 教材費等  96,628 6.4  92,649 5.5

Ⅲ 外注加工費  76,187 5.1  108,823 6.4

Ⅳ 経費    

 1．地代家賃  245,980 269,865  

 2．減価償却費  56,625 73,570  

 3．事務・消耗品費  54,073 54,751  

 4．水道光熱費  46,752 53,559  

 5．合宿費  40,325 41,381  

 6．その他  46,812 490,568 32.7 58,270 551,399 32.7

     合計  1,502,376 100.0  1,688,838 100.0

(注) 売上原価は、学習塾校舎等の運営に関連して直接発生した費用であります。 
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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 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,668,138 

Ⅱ 利益処分額    

1．配当金   3,250 3,250 

Ⅲ 次期繰越利益   1,664,888 
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 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

資本剰余金
合計 

利益準備金
別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本
合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 29,000 5,000 5,000 5,025 109,500 1,668,138 1,782,663 1,816,663

事業年度中の変動額   

新株の発行 110,400 110,400 110,400  220,800

剰余金の配当（注）  △3,250 △3,250 △3,250

当期純利益  212,635 212,635 212,635

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額） 

  

事業年度中の変動額合計（千円） 110,400 110,400 110,400 － － 209,385 209,385 430,185

平成19年３月31日 残高（千円） 139,400 115,400 115,400 5,025 109,500 1,877,524 1,992,049 2,246,849

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高（千円） △1,215 △1,215 1,815,447 

事業年度中の変動額  

新株の発行 220,800 

剰余金の配当（注） △3,250 

当期純利益 212,635 

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

1,945 1,945 1,945 

事業年度中の変動額合計（千円） 1,945 1,945 432,131 

平成19年３月31日 残高（千円） 729 729 2,247,578 

 （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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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

1．有価証券の評価基準及び評

価方法 

(1)子会社株式 

  総平均法による原価法 

(1）子会社株式 

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、売却原価は総平均法によ

り算定） 

   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、売却原価は総平均法に

より算定） 

   時価のないもの   時価のないもの 

    総平均法による原価法         同 左 

2．たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

総平均法による原価法 

 

同 左 

3．固定資産の減価償却の方  

法 

(1)有形固定資産 

  定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法）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。 

(1) 有形固定資産 

      

     同 左 

 

 

 

 

   建物  ８年～47年  

 (2)無形固定資産 (2) 無形固定資産 

   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）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 

同 左 

 

 

 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 

   定額法         同 左 

4. 繰延資産の処理方法 

 

 

  

────── 

 新株交付費は、支出時に全額費用処理

しております。 

5．引当金の計上基準 (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 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与支給に充当する

ため、将来の支給見込額のうち当事業

年度の負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同 左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

6．学習塾の売上高の計上基準 授業料収入(講習会収入、合宿収入、諸経

費収入を含む)は、受講期間に対応して収

益を計上し、教材収入は教材提供時に、

また入塾金収入は現金受領時にそれ 

ぞれ収益として計上しております。 

（追加情報） 

従来教材収入等に含まれていた諸経費

収入については、現金受領時に収益とし

て計上しておりましたが、中途解約時に

は、請求の有無にかかわらず未経過分を

返金することにしたため、当事業年度か

ら受講期間に対応して収益として計上し

ております。 

 この結果、売上総利益、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ

54,154千円少なく計上されております。

同 左 

 

 

 

 

 

────── 

 

7．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 

8．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 

  金利スワップについて特例処理の条

件を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。 

同 左 

 

 
 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ・ヘッジ手段……金利スワップ 

・ヘッジ対象……借入金利息 

同 左 

 
 (3)ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

   当社のデリバティブ取引は、金利変

動リスクを回避することが目的であ

り、投機的な取引は行わない方針であ

ります。 

同 左 

 

 

 
 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理

によっているため、有効性の評価を省

略しております。 

        同 左 

9．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっており、控除対象

外消費税及び地方消費税は、当事業年

度の費用として処理しております。 

消費税等の会計処理 

同 左 
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 会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（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。これにより税引前当期純利益は88,428

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） 

 当事業年度より、「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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は

2,247,578千円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等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） 

 当事業年度より、「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

分離等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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 追加情報 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

────── 
 

 当社は、当事業年度より資本金が1億円超になり外形標

準課税制度が適用となったことに伴い、「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」（企業会計基準委員会 平成16年2月

13日 実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。この結果、販売費及び一般管理費が

8,000千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益がそれぞれ8,000千円減少しております。 

 
 

注記事項 
（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※ 1. 担保資産及び担保付債務 ※ 1. 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 担保に供している資産 

建物 265,979千円

土地 196,273 

計 462,252千円
 

建物 263,051千円

土地 196,273 

計 459,324千円
 

    担保付債務は次のとおりであります。     担保付債務は次のとおりであります。 

１年以内返済予定の長期借入金 28,900千円

長期借入金 82,500 

計 111,400千円
 

１年以内返済予定の長期借入金 15,000千円

長期借入金 67,500 

計 82,500千円
 

※ 2. 授権株式数及び発行済株式総数 ※ 2. 

   授権株式数    普通株式  520,000株 

   発行済株式総数  普通株式   130,000株 

   ────── 

 

※ 3. 関係会社項目 ※ 3. 関係会社項目 

   関係会社に対する負債には次のものがあります。

    流動負債  

未払金           44,289千円 

    関係会社に対する資産には次のものがあります。

     流動資産 

     営業未収入金         480千円 

     その他           2,435千円 

      計            2,915千円 

 

※ 4.       

    ────── 

 
 

 

※ 4. 期末日満期手形 

    期末日満期手形の会計処理については、手形交換

  日をもって決済処理しております。なお、当期末日

  が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

  形が期末残高に含まれております。 

   受取手形             11,009千円

 
 
 
 
 
 



－ 55 － 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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次

のとおりであります。なお、販売費及び一般管理費

の内訳割合は、販売費が33.5%、一般管理費が66.5%

となっております。 

    広告宣伝費         160,808千円 

    貸倒引当金繰入額        650 

    役員報酬          103,792 

    給与手当           59,963 

    賞与引当金繰入額       2,580 

    支払手数料          58,223 

    減価償却費          14,209 

 

※ 1. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。なお、販売費及び一般管理費

の内訳割合は、販売費が28.7%、一般管理費が71.3%

となっております。 

    広告宣伝費         135,913千円 

    貸倒引当金繰入額       2,673 

    役員報酬          111,292 

    給与手当           62,861 

    賞与引当金繰入額       2,460 

    支払手数料          52,663 

    減価償却費          13,502 

 

※ 2. 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

車両運搬具            394千円 

※ 2.  

────── 
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前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 3. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※ 3. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 3,317千円

構築物 799千円

車両運搬具 183千円

器具及び備品 388千円

撤去費用 420千円

計 5,110千円

    

建物 896千円

    

※ 4. 減損損失 ※ 4. 減損損失 

用途 場所 種類 
減損損失 

（千円） 

遊休資産 
埼玉県 

幸手市 
土地 66,146 

遊休資産 
埼玉県 

蓮田市 
土地 22,281 

計 － － 88,428 

 

用途 場所 種類 
減損損失 

（千円） 

事業用資産 

（上尾校） 

埼玉県 

上尾市 

建物及び 

構築物他 
13,880 

事業用資産 

（北上尾校）

埼玉県 

上尾市 

建物及び 

構築物他 
8,350 

事業用資産 

（鷲宮校） 

埼玉県 

鷲宮町 

建物及び 

構築物他 
 650 

計 － － 22,881 

 
当社は、資産を用途により事業用資産及び遊休資産

に分類しております。また管理会計上の区分を基準に

事業用資産は各事業部門別の独立した会計単位、遊休

資産は物件単位にグルーピングしております。なお、

本社及び福利厚生施設等については、共用資産として

グルーピングしております。 

 当事業年度において、遊休資産は時価の下落により、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その減少額を減

損損失として特別損失に計上しております。 

  遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、上記幸手市の土地については売却予定額、

蓮田市の土地については鑑定評価額に基づき算定して

おります。 

当社は、資産を用途により事業用資産及び遊休資産

に分類しております。また管理会計上の区分を基準に

事業用資産は各事業部門別の独立した会計単位、遊休

資産は物件単位にグルーピングしております。なお、

本社及び福利厚生施設等については、共用資産として

グルーピングしております。 

上記表中の事業用資産のうち、上尾校及び北上尾校

については翌事業年度に移転を予定しており、鷲宮校

については当初予定していた収益が見込めなくなっ

たことから、損失を認識いたしました。 

なお、当該資産について、いずれも将来キャッシ

ュ・フローがマイナスであるため回収可能額をゼロと

して測定しております。 

  

※ 5. 特別損失のその他の主な内容は次のとおりであり

ます。 

※ 5. 特別損失のその他の主な内容は次のとおりであり

ます。 

    土地売却損            811千円 固定資産売却損  

 機械装置及び運搬具    1,888千円 

 器具及び備品    983千円 

  計   2,872千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

1．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

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） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械及び装置 4,761 2,380 2,380

合計 4,761 2,380 2,380

  

 

 
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）

機械及び装置 － －  －

器具及び備品 11,245 702 10,542

合計 11,245 702 10,542

  
2．未経過リース料期末残高相当額等 

  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等 

  未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 962千円

１年超 1,482千円

合計 2,445千円
  

 
１年内 2,779千円

１年超 7,766千円

合計 10,546千円
  

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 
 

支払リース料 1,005千円

減価償却費相当額 952千円

支払利息相当額 63千円
  

 
支払リース料 1,385千円

減価償却費相当額 1,337千円

支払利息相当額 46千円
  

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 

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 

 

 （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 

 
（有価証券関係） 

前事業年度（平成 18 年３月 31 日）及び当事業年度（平成 19 年３月 31 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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産（流動） 

 賞与引当金繰入超過額 10,053千円 

貸倒引当金繰入超過額 281 

未払事業税否認 1,481 

未払事業所税否認 1,457 

未払社会保険料否認 

未払企業年金掛金否認 

未払不動産取得税否認 

1,130 

424 

198 

計 15,028千円 

繰延税金資産（固定） 

 貸倒引当金繰入超過額 1,050千円 

減価償却限度超過額 12 

土地減損分  

その他有価証券評価差額金   

9,369 

882 

     計 11,315千円 

繰延税金資産の純額 26,343千円 
 

繰延税金資産（流動） 

 賞与引当金繰入超過額 11,007千円  

貸倒引当金繰入超過額 332 

未払事業税否認 9,635 

未払事業所税否認 1,910 

未払社会保険料否認 

未払企業年金掛金否認 

未払不動産取得税否認 

1,257 

465 

3,558 

計 28,167千円 

繰延税金資産（固定） 

 貸倒引当金繰入超過額 1,172千円 

減価償却限度超過額 10 

修繕積立金否認 342 

ゴルフ会員権評価損否認 242 

土地評価差額金 1,883 

減損損失分  

長期前払費用償却超過額  

18,263 

141 

22,057 

 

△495千円 

        計 

 繰延税金負債（固定） 

 その他有価証券評価差額金

           計 △495 

繰延税金資産の純額 49,730千円 
 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

 

法定実効税率 42.05％

（調整） 

留保金課税 

住民税均等割 

その他 

 

 2.98 

2.06 

△0.46 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.63％
 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

め記載を省略しております。 

   3. 
   ────── 

 

 
 3. 当社は、当事業年度より資本金が1億円超になり外

形標準課税制度が適用になったことに伴い、当連結会

計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用した法定実効税率は、従来の42.05％から40.44％に

変更しております。 

 その結果、繰延税金資産が1,008千円減少し、当事業

年度に費用計上された法人税等調整額が974千円、 

その他有価証券評価差額金が33千円それぞれ増加して

おります。 
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（企業結合等関係） 

当事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 

 １．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並び

に取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

  連結子会社株式会社ボンズ・パブリシティとの合併 

(2) 企業結合の法的形式 

    共通支配下の取引 

（3）結合後企業の名称 

  株式会社秀文社 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

 ① 合併の目的 

    被合併会社の株式会社ボンズ･パブリシティは当社 100％出資子会社であり、当社及び他社の広告・印刷業

務をおこなっておりました。 

    内部管理の一体化による管理コストの低減をし、事業のさらなる拡大と経営の効率化を図るために同社を

吸収合併することといたしました。 

 ② 合併の期日 

   平成 18 年 10 月１日 

 ③ 合併の形式 

    当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ボンズ・パブリシティは解散しております。 

    なお、全額出資子会社との合併でありますので、新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払いは

行っておりません。 

２．実施した会計処理の概要 

    本合併は、「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「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成 17 年 12 月 27 日）に基

づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

３．子会社から引き継いだ資産及び負債の内訳 

（平成 18 年 10 月 1 日） 

科   目 金額（千円） 科   目 金額（千円） 

（資産の部） （負債の部） 

 流動資産 49,770 流動負債 21,201

 固定資産 58,540  固定負債 16,779

 （有形固定資産） (41,164)  負債合計 37,981

 （無形固定資産） (90)  その他有価証券評価差額金 339

 （投資その他の資産） (17,285)   

 資産合計 108,311  差引正味財産 69,990
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 13,964円98銭 

１株当たり当期純利益金額 938円60銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 当社は、平成18年３月６日付で株式１株につき10株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額        13,118円79銭 

１株当たり当期純利益金額      1,736円78銭 

 

１株当たり純資産額 14,983円85銭 

１株当たり当期純利益金額 1,624円03銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 （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。 

 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

当期純利益（千円） 122,018 212,635 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 122,018 212,635 

普通株式の期中平均株式数（株） 130,000 130,931 

 
 
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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