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平成 19 年 3 月期 決算短信 

平成 19 年 5 月 25 日 

上場会社名 株式会社ＮＯＶＡ 上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番号       ４６５５ （ＵＲＬ  http://www.nova.ne.jp/） 

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)猿橋 望 

問合せ先責任者 (役職名)取締役     （氏名)渡辺 勝一 ＴＥＬ （06）6213-2450（代表） 

定時株主総会開催予定日  平成 19 年 6 月 28 日 配当支払開始予定日  － 

有価証券報告書提出予定日 平成 19 年 6 月 29 日 

 

（百万円未満切り捨て） 

１．平成 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  57,064 △18.3  △2,589 －  △1,211 －  △2,495 － 
18 年 3 月期  69,812 △7.3  △2,195 －  △1,470 －  △3,070 － 

 

 
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  △37. 46 ―――  △ 57.8  △ 2.0 △  4.5 
18 年 3 月期  △46. 07 ―――  △ 41.4  △ 2.2 △  3.1 

（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  55,269  2,824  5.1  42. 40 
18 年 3 月期  68,837  5,810  8.4  87. 24 

（参考）自己資本 19 年 3 月期 2,824 百万円 18 年 3 月期 5,810 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   △ 5,764   △   549  △ 4,399  4,095 
18 年 3 月期  △ 4,149  △ 3,133  6,347  14,373 

 
 

２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 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 ） 

 
18 年 3 月期 
19 年 3 月期 

 円  銭 
0. 00 
0. 00 

 円  銭
0. 00 
0. 00 

 円  銭
0. 00 
0. 00 

百万円
－ 
－ 

 ％ 
－ 
－ 

 ％ 
 － 
 － 

20 年 3 月期 
（予想） 

0. 00 0. 00 0. 00  － －  － 

 

３．平成 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  23,000 △21.0  △3,970 －  △3,670 －  △2,040 －  △30. 22 
通期  52,820 △7.4  △285 －  315 －  673 －  9. 97 
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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） 無 

    新規 －社     除外 －社 
 
（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、28 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） 

   期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年 3月期 67,503,600 株 18 年 3月期 67,503,600 株 

   期末自己株式数           19 年 3月期   897,047 株 18 年 3月期   894,100 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、47 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．平成 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  55,855 △16.6  △2,164 －  △1,267 －  △2,890 － 
18 年 3 月期  66,969 △4.5  △1,954 －  △1,588 －  △3,092 － 

  
 

 
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 △ 43. 39 ――― 
18 年 3 月期 △ 46. 41 ――― 

 
（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  51,655  2,865  5.5  43. 03 

18 年 3 月期  61,684  6,247  10.1  93. 80 

（参考）自己資本 19 年 3 月期 2,865 百万円 18 年 3 月期 6,247 百万円 

 

２．平成 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  22,800 △20.1  △3,820 －  △3,845 －  △2,126 －  △31. 49 
通期  51,780 △7.3  60 －  0 －  456 －  6. 76 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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１．経営成績 

（１）経営成績 

①概況 

当連結会計年度（以下「当期」という。）は、ジャスダック上場来の「売上成長」という経営の基本方針を 180

度転換し、近隣スクールの統合および新店開発の手控え等で、総拠店数を前期末の994拠店から925まで圧縮し、

マネージメントの再構築とコスト構造の見直し、およびサービスの向上に取り組んで参りました。 

また、今までの成長過程の中で生じたムダを徹底的に排除し、経営基盤全体を見直し、様々な物品の製造原価や

広告宣伝費などのコストダウンに努めて参りました。 

① 不採算事業からの撤退等による経営のスリム化。 

不採算事業であった「COM ステーション」につきましては、当第 3 四半期をもって完全撤退致しました。 

② 当上半期に、広告宣伝費の媒体別コスト効率を抜本的に洗い直し、前期比約 40 億円の圧縮を行いました。 

③ 様々な物品の製造原価や設備費などのコストダウンに取り組んで参りました。 

④ 急速な拠店展開によって生じたマネージメント力の地域間格差を是正するため、昨年 10 月～11 月にかけて

全国レベルでの数百人の人事異動を実施しました。これによる、全社的なマネージメント力の回復による

業績の改善効果は引き続き、今期の課題となります。 

 

しかし、本年 2月から 4月にかけての一連の報道の影響により、継続者数の大幅な増加による下支えを受けた

ものの、2～3 月の新規入学者数が計画より大幅に落ち込み、当期の売上高は、前期比 18.3％減の 57,064 百万

円となりました。 

損益につきましては、当期の営業損益は 2,589 百万円の損失、経常損益は 1,211 百万円の損失となりました。

また、当期純損益につきましては、特別損失（合計 1,065 百万円）を計上したこともあり 2,495 百万円の損失

となりました。 

売上区分別営業の概況は次のとおりであります。 

 

異文化コミュニケーション関連事業 

＜駅前留学サービス＞ 

当期末の生徒数は約 41 万 8 千人となり、前期比 12.1％減となりました。 

当期の「駅前留学サービス」の売上高は、前期比 15.1％減の 50,589 百万円となりました。 

＜海外留学サービス＞ 

当社のオリジナル短期海外語学研修プログラム「NOVA ACADEMY」の受入先である提携大学は、当期

末では 7 カ国、計 45 校となっております。参加者数は、受け入れ先の提携大学のキャパシティーの減少

の影響を受け、前期比 15.5％減となりました。 

これらの結果、当期の「海外留学サービス」の売上高は、前期比 9.6％減の 1,360 百万円となりました。 

＜商品売上＞ 

「COM ステーション」につきましては第 3四半期をもって完全撤退をしております。出版事業につきま

しては、当期において 28 点の書籍を新たに発行しました。当期の「商品売上」の売上高は、前期比 31.6％

減の 4,348 百万円となりました。 

 

その他（異文化コミュニケーション関連事業以外）の事業 

主に一般顧客に対する広告代理業や、インテリアの設計・施工の請負、什器備品の販売等を行い、当期の売

上高は、前期比 67.9％減の 765 百万円となりました。 
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②次期の見通し 

 平成 20 年 3 月期（今期）は、当期に引き続き、当社にとって、中長期に亘る成長過程の中での踊り場として位

置づけ、ここ数年間の成長過程の中で生じた組織のムダを排除し、ロジスティックを改善し、全社的なマネージメ

ント力の回復とサービスの向上に努めることで、収益力の改善に努めて参ります。 

 また、監督官庁より、当社に関する苦情・ご相談件数が多いとの指摘を受けまして、当期 3 月より、弁護士を含

む社内調査委員会を設置いたしました。現在、社内調査委員会主導のもと、コンプライアンスを含め、これまでの

あり方をつぶさに見直すとともに、社内組織の大改造を行い、生徒の皆様により一層のご満足をいただけるよう、

サービスの向上と業務全般に関する改善を、大車輪で進めております。 

  

 このように、信頼の回復と集客力の回復に努める一方、月謝制の NOVA KIDS、シニア世代のコースのマーケテ

ィングに注力し、経営全般の再構築を行って参ります。 

 これらの施策により、更なる発展への経営基盤を整え、株主様をはじめとするステークホルダーの方々からの信

頼回復に努めて参ります。 

 平成 20 年 3 月期の業績予想としましては、売上高 52,820 百万円、営業損失 285 百万円、経常利益 315 百万円、

当期純利益は 673 百万円を計画しております。 
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（２）財政状態 

①キャッシュ・フローの概況 

 当期における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純損失や借入金

の返済等により、前期末に比べ 10,278 百万円（71.5％）減少し、当期末は 4,095 百万円となりました。 

 当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、前期比 38.9％増の 5,764 百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期

純損失を計上したこと等によるものであります。 

（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、前期比 82.5％減の 549 百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却

および償還による収入や敷金及び差入保証金の解約による収入が増加したこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、4,399 百万円（前期 6,347 百万円の獲得）となりました。これは主に、借入金

の返済によるものであります。 

 

②次期の財政状態の見通し 

 次期におきましても、一層の事業の充実を目指してまいります。 

 なお、これらに要する資金は、自己資金および借入金等で賄う予定であります。 
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（３）事業等のリスク 
 当グループの経営成績、株価および財務状況等に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。 

 

１．為替相場の変動について 

 当グループでは、海外支局の維持・運営に掛かる諸経費、短期海外語学研修プログラムの開催に掛かる諸経費等は、

外貨建で決済しておりますが、為替の変動のリスク回避を目的として、為替予約取引を利用しております。この取引

により外貨建金銭債権債務の有するリスクを効果的に相殺する方針でありますが、為替変動の幅が予想以上に大きい

場合等には、為替差損が発生する可能性があります。 

 

２．保有土地について 

 当グループは、当期末現在で帳簿価額 4,617 百万円の土地を保有しております。 

 減損会計の適用に伴い、地価の動向および収益状況によっては、当グループの財政状態および経営成績に影響を与

える可能性があります。 

 

３．「特定商取引に関する法律」等について 

 当グループの主力商品「駅前留学サービス」は「特定商取引に関する法律」等の適用を受けており、ガバナンスと

コンプライアンスが今後の当社の大きな経営課題でもあります。今後、これらの法令等の改正または新たな法令等が

制定された場合等は、業界全体の信用の向上につながると認識しておりますが、当グループの経営成績に影響を与え

る可能性があります。 

 

４.顧客情報の管理について 

 当グループでは、顧客情報管理に関する社員の意識を高めるとともに、社内管理体制を整備し、厳格な内部監査の

実施を図っておりますが、万が一、不測の事態により顧客情報が外部に漏洩した場合には、当グループへの信用を失

うこととなり、当グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

５．関連当事者について 

 当社は、「お茶の間留学サービス（マルチメディア・ランゲージサービス）」の提供に必要なマルチメディア商品の

仕入等の取引を関連当事者である株式会社ギンガネットと行っております。 

 「お茶の間留学サービス」は、ブロードバンド・ネットワークを用いた、世界初の極めて大規模な、“総”方向かつ

リアルタイムの有人対面型 24 時間遠隔サービスです。この「お茶の間留学サービス」を提供するためには、同社の技

術が必要不可欠となっており、同社から一定水準以上の技術の提供が受けられない場合、当グループの経営成績に影

響を与える可能性があります。 

 

６．広告宣伝費について 

 当社では、顧客動員力の向上、当社サービスの認知度の向上および販売促進等の手段として、広告宣伝活動を重要

視しており、今日の当社ブランドおよび業績の確立におきましても、大きな役割を果たしております。 

 広告宣伝活動については、来店者数等の指標をもとに、より高い費用対効果を得られるよう弾力的に行うようにし

ておりますが、期待どおりの効果が得られなかった場合、当グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

７．代表者への依存について 

 当社の代表取締役社長である猿橋望は、当グループの創業者であり、事業運営上重要な役割を果たしております。 

 今後、猿橋が何らかの理由により、当グループの事業を運営出来なくなった場合には、当グループの経営成績に影

響を与える可能性があります。 

 
８．中途解約について 

 中途解約時の精算金額についての 4月 3日の 高裁判決が、当グループに与える今後への影響額は不明ですが、司

法の判断を受け止め、当社では、今期より価格体系を見直しております。 

 この新しい価格体系は、実質的に値上げとせざるを得なかったため、当グループの経営成績に影響を与える可能性

があります。 
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９．講師管理体制について 

 当社では、外国人講師の採用に際しては、厳格な審査基準を設け、採用後は厳しい教育訓練を行っており、また、

外国人勤務者の、薬物の所持、使用、持込を固く禁じております。もしこれに違背した場合には、解雇だけでなく、

日本国法に則った処置をとるという、厳しい姿勢で対処してまいりました。 

 しかしながら、当期におきまして、薬物所持で逮捕者が出たことを重く受け止め、薬物検査を抜き打ちで実施する

とともに、更なる内部統制の強化を図っております。にもかかわらず、万が一違反者が出た場合には、当グループの

経営成績に影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
「コミュニケーション・サービスとコミュニケーション・ツール」をキーワードとする、当社（株式会社 NOVA）お

よびグループの主な事業は、次の通りです。 
① 世界中の人が、当社の職員（講師・デベロッパー・エンジニア・管理職等）や生徒という形で NOVA に集まり、

異文化に触れ、国家や民族の壁を越えて、多彩な文化やことばの教養を身に付けることができ、お互いに尊重

し合えるような人材を世界中に輩出すること。 
② 世界各国の言語による異文化コミュニケーションの環境を世界各地に整備し、大人も子供も世界各国の「言葉」

と「文化」に触れることが出来る環境を作ること。 
③ 習い事はスクールに通い続けなければならないという常識を打ち破り、自宅にいながらスクールに通うのと全

く同じ習い事ができる、様々な機器およびネットワークの研究・開発を行うこと。（双方向かつライブで、有

料サービスができるネットワーク環境の整備） 
④ 「お茶の間留学」以外の、様々なネットワーク・コンテンツを開発・提供すること。 
⑤ 全世界に、様々なサービスが提供できる会員組織を構築すること。 

 
 現在の具体的なサービスおよび商品内容は以下のとおりであります。 

 

（異文化コミュニケーション関連事業） 

駅前留学サービス 

（お茶の間留学・ 

NOVA KIDS 含む）

「駅前留学（世界各国の人々と直接コミュニケーションするための環境と外国語習得のため

のノウハウをパッケージ化したもの）」および児童・幼児を対象としたこども駅前留学

「NOVA KIDS」、テレビ会議システムを使用して多地点を同時に接続してレッスンする「お

茶の間留学」、法人顧客を対象とした「NOVAX 25」等のプログラムの開発および販売を行

っております。 

海外留学サービス 

当社オリジナルの短期海外語学研修プログラム「NOVA ACADEMY」を中心に、その他の

語学留学、中学・高校・大学・大学院等への正規留学や生涯教育留学等のコンサルテーショ

ンおよび手配を行い、海外での異文化コミュニケーションをサポートしています。 

商 品 売 上 

語学や異文化コミュニケーションをテーマとした教材や書籍の開発および出版、テレビ電話

等のネットワーク機器の開発・販売、また様々なキャラクターグッズ等の関連商品の開発・

販売を行っております。 
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（その他の事業） 

 異文化コミュニケーション関連事業以外では、主にインテリアの設計・施工の請負および什器備品の販売等を行っ

ております。 
 当グループは、当社を核に様々な事業展開をしておりますが、主要な関連業務については、子会社で展開しており

ます。当社の事業をサポートする各子会社の具体的な役割およびグループの構成は、次の表ならびに事業系統図のと

おりであります。 

会社名 資本金 
当 社 の

議決権比率
主要業務 

 
㈱エヌアイエス 
 

千円 

30,000 

 

％

100.0 

 

広告宣伝のメディア・リサーチ、企画制作、媒体手配等、

当社の広告代理業務の統括 

㈱パシフィックリース 60,000 100.0 
設備備品等のリース・割賦販売業務および受講料割賦購入

斡旋業務、グループ内資金の管理 

NOVA･スペース･デザイン㈱ 10,000 100.0 拠店などの設計および施工 

㈱NOVA 留学センター 10,000 100.0 海外留学サービスに関わる手続代行・コンサルティング等

㈱NOVA 情報システム 10,000 100.0 

ブロードバンド通信技術の開発、コンピュータ･システム

の技術開発、マネージメントインフォメーションシステ

ムの構築 

インタービジョン㈱ 10,000 100.0 当社の店舗開発に関する業務 

㈱ラミ NOVA 10,000 100.0 事務所および営業拠店の清掃等衛生管理に関する業務 

（注）１．上記７社は当社の連結子会社であります。 
２．上記のほか関連当事者として、マルチメディア商品の仕入を行っている㈱ギンガネット、顧客斡旋を行っ

ている㈱ジャパンメディカルアシスタンスがございます。 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）１．    は連結子会社であります。 
２．    はその他の関係会社であります。  
３．    は関連当事者であります。  

 
 株

式
会
社
Ｎ
Ｏ
Ｖ
Ａ
（
当
社
） 

広告宣伝の受託 ㈱エヌアイエス 広告宣伝の受託 

内装設備等の工事、

設備･備品等の販売
内装設備等の工事、 
設備･備品等の販売 

NOVA･ｽﾍﾟｰｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 

留学に伴う航空券等の販売 留学の情報提供・手配・斡旋
㈱ＮＯＶＡ留学センター

㈱ＮＯＶＡ情報システム 
コンピュータ･システム 
に係るサービスの提供 

コンピュータ･システム

に係るサービスの提供

インタービジョン㈱ 
不動産取引の仲介 不動産取引の仲介

受講料割賦購入斡旋 
内装設備･備品のリースおよび 
割賦販売、グループ内資金の管理 

㈱ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾘｰｽ 

顧 
 

客 

㈱ギンガネット

マルチメディア商品の販売 
通信ネットワーク接続サービス 

マルチメディア商品の販売、 
通信ネットワーク接続サービス 

事業所の清掃・衛生管理業務
㈱ラミＮＯＶＡ

㈱ジャパンメディカルアシスタンス
外国人に対する 
アシスタンスサービス 顧客の斡旋 

「駅前留学」をはじめとするランゲージサービスの提供 
海外留学サービスの提供 

語学関連商品および通信機器等の販売 

（事業系統図） 



株式会社ＮＯＶＡ（4655）平成 19 年３月期 決算短信 

10 

３．経営方針 
当グループは、異文化コミュニケーションのためのあらゆるサービス、商品、技術の開発を行い、『 Intercultural 
Network 』と言う新たな事業領域を確立し、もって世界平和に貢献することを目的としております。 

 

（1）会社経営の基本方針 

２１世紀は、人々が民族・文化・国境・言語の壁を越え、“異文化コミュニケーション”しなければならない時代。 

「ことば」は、水、電気、水道、ガスなどと同様、人々が文化的な生活をおくるために、なくてはならないインフ

ラです。 

今まさに到来しつつあるグローバル経済社会は、とりもなおさず「異文化コミュニケーション時代」のことであり、

外国語コミュニケーション能力の差異、すなわち「ランゲージ・デバイド」が、仕事格差、引いては生活水準の格

差となって、生活にまで急激な変化をもたらすであろうと思われます。 

当社は、ますます重要な課題となりつつある人々の「ランゲージ・デバイド」の解消に取り組み、社会のために必

要不可欠な役割を担いたい。このような理念により、当社の中期計画における経営のキーワードを次の通り定めて

おります。 

 

 ●産業ジャンル：『 Intercultural Network 』 

「駅前留学」や「お茶の間留学」、「ケータイ留学」、「外国語に関連する出版および電子出版等の開発および販売」

等、コミュニケーションに必要な、あらゆる環境と技術を整備し、その手段とノウハウを提供すること。 

 ●経営のキーワード：「コミュニケーション・サービスの全てを取扱う」こと 

外国語コミュニケーション力こそがグローバル社会における原点的なインフラであるという確信に基づき、「駅

前留学」というインフラ（環境）を世界中の主要都市に目的とする。 

また、独自の通信ネットワークをグローバルに構築すると共に、様々なネットワークコンテンツを開発し、その

サービスに必要な機器の開発を併せて行うこと。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主の皆様への長期的な配当を維持し、業績に応じた適正な利益還元を行うことを経営の重要事項とし

て位置づけております。 

 

（3）目標とする経営指標 

 今期は当社の更なる発展のための踊り場であり、急拡大した経営基盤全体を一旦絞り込み、コストダウンとクオリ

ティーの向上に努めております。そのため、ROE、ROA 等に関する具体的な数値目標は、敢えて定めておりません。 

 

（4）中長期的な会社の経営戦略 

NOVA グループの 大の財産は、動産・不動産ではなく、長年に亘って形成された「約 920 の直営拠店網」と、「安

定的に大画面で動画が動く独自のネットワーク技術」。それに加えて、世界中に広がる「NOVA 出身者（講師・生

徒）によるヒューマン・ネットワーク」です。 

中長期的には、この当社特有の財産を 大限に活用した事業展開を行って参ります。また、目下当社が取り組んで

いる課題は、以下の通りです。 

①ブロードバンド関連の技術開発とインフラ整備および「お茶の間留学」の展開 

「お茶の間留学」は、世界初の、極めて大規模な“総”方向かつ有人対面型ライブ（リアルタイム）の 24 時間遠

隔有料サービスです。この技術は、今後、介護・医療、福祉、通販、金融、行政サービス、エンターテイメント、

コンサルテーションなど、ライブで行う対面性の有料サービスとして、様々な分野で応用可能です。 

今後、これらの新しいサービスの開発を進めて参ります。 

②出版事業（書籍・CD・DVD、デジタルコンテンツ等） 

出版や通訳・翻訳を含めた外国語関連産業は、今後飛躍的に成長するポテンシャルを秘めております。また、今上

半期に行ったコスト効率の見直しにより、当社のこれらの事業は今期中に収益化する見込みです。 
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③海外留学サービス「NOVA ACADEMY」 

世界各国の大学との業務提携によって開催される、当社オリジナルの短期海外語学研修プログラム「NOVA 
ACADEMY」は、世界同時多発テロならびに SARS 発生以来、停滞を余儀なくされておりましたが、その影響も

徐々に払拭されてきており、今後も、世界各国に提携大学を増やしていく方針です。 

 

（5）会社の対処すべき課題 

①当社の今後の課題は、ブロードバンドを初めとする通信・放送技術のイノベーションによってもたらされる新しい

グローバル社会の枠組みの中で、外国語関連事業における当社のシェアポジションを、いかに確保していくかとい

うこと。 

②当社の構築したブロードバンド・ネットワークを用い、介護・福祉、医療、金融、通販、エンターテイメント、コ

ンサルテーション等々、さまざまな分野のコンテンツ・サービスを開発すること。 

 

（6）内部管理体制の整備・運用状況 

 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しております。 
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４．連結財務諸表等 

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 ※２ 13,869,016  4,067,375

２．受取手形及び営業未収
入金 

 6,565,761  8,584,433

３．有価証券  40,978  15,205

４．たな卸資産  3,802,566  3,114,430

５．繰延税金資産  1,133,871  1,150,158

６．その他  2,741,660  1,985,284

７．貸倒引当金  △216,148  △186,826

流動資産合計  27,937,707 40.6  18,730,061 33.9

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物 ※２ 15,480,267 14,872,188 

減価償却累計額  5,586,419 9,893,848 6,185,113 8,687,075

(2）機械装置及び運搬具  14,247 14,247 

減価償却累計額  10,173 4,073 11,322 2,924

(3）工具器具備品  5,944,434 5,606,215 

減価償却累計額  4,153,999 1,790,434 4,238,968 1,367,247

(4）土地 ※２ 4,602,760  4,617,781

(5）建設仮勘定  139,104  291,707

有形固定資産合計  16,430,222 23.9  14,966,735 27.1

２．無形固定資産   

(1）ソフトウェア  849,855  825,508

(2）電話加入権  153,204  64,776

(3）その他  60,714  76,888

無形固定資産合計  1,063,774 1.5  967,174 1.7
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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 ※１ 3,155,830  1,762,408

(2)長期貸付金  29,381  22,265

(3)長期営業未収入金  2,301,198  2,167,625

(4)敷金及び差入保証金 ※２ 16,405,109  15,195,267

(5)繰延税金資産  67,357  133,379

(6)その他 ※１ 1,445,022  1,331,994

(7)貸倒引当金  △56,646  △50,511

投資その他の資産合計  23,347,254 33.9  20,562,429 37.2

固定資産合計  40,841,250 59.3  36,496,339 66.0

Ⅲ 繰延資産   

１．社債発行費  58,666  43,570

繰延資産合計  58,666 0.1  43,570 0.1

資産合計  68,837,624 100.0  55,269,971 100.0
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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
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形及び買掛金  1,866,735  959,406

２．短期借入金  7,273,130  6,133,390

３．１年以内償還予定社債  1,000,000  1,084,000

４．未払法人税等  363,176  504,237

５．繰延駅前留学サービス
収入 

 18,444,885  15,005,594

６．賞与引当金  536,662  402,224

７．売上返戻引当金  1,183,965  1,880,441

８．その他  7,137,713  8,986,309

流動負債合計  37,806,269 54.9  34,955,604 63.3

Ⅱ 固定負債   

１．社債  3,500,000  2,974,000

２．長期借入金  3,728,820  927,430

３．長期未払金  4,043,566  2,473,100

４．長期繰延駅前留学サー
ビス収入 

 13,184,914  10,500,871

５．繰延税金負債  318,268  －

６．退職給付引当金  444,887  450,105

７．その他  －  164,606

固定負債合計  25,220,457 36.7  17,490,113 31.6

負債合計  63,026,727 91.6  52,445,718 94.9
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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
（％）

（少数株主持分）   

少数株主持分  － －  － －

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※３ 5,000,000 7.3  － －

Ⅱ 資本剰余金  2,039,012 3.0  － －

Ⅲ 利益剰余金  △1,414,772 △2.1  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 505,380 0.7  － －

Ⅴ 自己株式 ※４ △318,722 △0.5  － －

資本合計  5,810,897 8.4  － －

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 68,837,624 100.0  － －

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － －  5,000,000 9.0

２．資本剰余金  － －  2,039,012 3.7

３．利益剰余金  － －  △3,909,777 △7.0

４．自己株式  － －  △319,245 △0.6

株主資本合計  － －  2,809,989 5.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

 － －  14,263 0.0

評価・換算差額等合計  － －  14,263 0.0

純資産合計  － －  2,824,253 5.1

負債純資産合計  － －  55,269,971 100.0
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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  69,812,116 100.0  57,064,788 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 40,303,709 57.7  34,274,357 60.1

売上総利益  29,508,406 42.3  22,790,431 39.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  

１．給料手当  7,305,228 6,651,497 

２．賞与引当金繰入額  451,810 325,258 

３．退職給付費用  96,095 75,895 

４．広告宣伝費  11,098,750 7,000,124 

５．減価償却費  1,132,018 1,085,829 

６．賃借料  4,568,359 4,273,575 

７．その他  7,051,926 31,704,189 45.4 5,967,676 25,379,857 44.4

営業利益又は損失(△)  △2,195,783 △3.1  △2,589,426 △4.5

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  415,342 584,699 

２．受取配当金  70,366 61,503 

３．投資有価証券売却益  5,932 548,332 

４．受取手数料  100,301 122,058 

５．為替差益  115,281 465,656 

６．先物為替予約評価益  140,686 － 

７．その他  127,951 975,862 1.4 164,543 1,946,794 3.4

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  148,649 141,645 

２．社債発行費償却  29,333 31,041 

３．投資有価証券売却損  － 65,276 

４．先物為替予約評価損  － 163,229 

５．その他  72,835 250,819 0.4 167,330 568,523 1.0

経常利益又は損失(△)  △1,470,740 △2.1  △1,211,154 △2.1



株式会社ＮＯＶＡ（4655）平成19年３月期 決算短信 
 

17 

  
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
（％）

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入額  31,263 31,263 0.1 35,456 35,456 0.1

Ⅶ 特別損失   

１．過年度売上返戻引当金
繰入額 

 1,251,003 － 

２．固定資産除却損 ※２ 94,019 84,719 

３．固定資産売却損 ※３ 26,239 1,430 

４．投資有価証券評価損  － 55,471 

５．拠店移転損失 ※４ 280,118 1,651,380 2.4 923,973 1,065,594 1.9

税金等調整前当期純利
益又は純損失(△) 

 △3,090,857 △4.4  △2,241,292 △3.9

法人税、住民税及び事
業税 

 352,687 311,308 

法人税等調整額  △373,364 △20,676 △0.0 △57,596 253,711 0.4

少数株主損益  － －  － －

当期純利益又は純損失
(△) 

 △3,070,180 △4.4  △2,495,004 △4.3
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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   2,039,012 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   2,039,012 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   2,021,202 

Ⅱ 利益剰余金減少高    

１．配当金  333,995  

２．役員賞与  31,800  

３．当期純損失  3,070,180 3,435,975 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   △1,414,772 
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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 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 5,000,000 2,039,012 △1,414,772 △318,722 5,305,516

連結会計年度中の変動額  

当期純利益又は純損失（△） △2,495,004  △2,495,004

自己株式の取得 △522 △522

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） 

－ － △2,495,004 △522 △2,495,526

平成19年３月31日 残高（千円） 5,000,000 2,039,012 △3,909,777 △319,245 2,809,989

 

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） 505,380 505,380 5,810,897

連結会計年度中の変動額 

当期純利益又は純損失（△） △2,495,004

自己株式の取得 △522

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△491,117 △491,117 △491,117

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△491,117 △491,117 △2,986,644

平成19年３月31日 残高（千円） 14,263 14,263 2,824,253
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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
益又は純損失(△) 

 △3,090,857 △2,241,292 

減価償却費  2,578,311 2,186,993 

有形固定資産除却損  94,019 52,053 

拠店移転損失  280,118 923,488 

投資有価証券売却損
（△売却益） 

 － △483,055 

為替差損（△差益）  △123,475 △434,642 

先物為替予約評価損
（△評価益） 

 △140,686 163,229 

引当金の増加額（△減
少額） 

 1,070,523 531,798 

受取利息及び受取配当
金 

 △485,708 △646,203 

支払利息  148,649 141,645 

売上債権の減少額(△増
加額) 

 △715,465 △1,885,098 

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

 △585,957 688,135 

仕入債務の増加額(△減
少額) 

 △1,391,154 △907,328 

繰延駅前留学サービス
収入の増加額（△減少
額） 

 △1,769,893 △6,123,334 

未払消費税等の増加額
（△減少額） 

 △167,292 187,734 

役員賞与の支払額  △31,800 － 

その他  561,328 1,728,872 

小計  △3,769,339 △6,117,005 

利息及び配当金の受取
額 

 485,691 646,169 

利息の支払額  △169,183 △132,486 

法人税等の支払額  △696,995 △161,171 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △4,149,827 △5,764,493 
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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 

   

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △2,426,260 △2,798,784 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 1,195,100 2,943 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △1,903,710 △1,282,274 

投資有価証券の売却及
び償還による収入 

 974,297 2,272,600 

貸付けによる支出  △700,000 － 

貸付金の回収による収
入 

 614,883 282,098 

敷金及び差入保証金の
支払による支出 

 △787,465 △177,287 

敷金及び差入保証金の
解約による収入 

 208,637 1,375,812 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △317,505 △259,377 

その他  8,358 35,131 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △3,133,662 △549,136 
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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 

   

短期借入れによる収入  4,200,000 3,100,000 

短期借入金の返済によ
る支出 

 △3,020,000 △2,460,000 

長期借入れによる収入  6,200,000 1,800,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △5,053,150 △6,381,130 

社債の発行による収入  4,912,000 584,054 

社債の償還による支出  △500,000 △1,042,000 

自己株式に関する収支  △57,788 △522 

配当金の支払額  △333,995 － 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 6,347,066 △4,399,598 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 123,475 434,642 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額(△減少額) 

 △812,947 △10,278,586 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 15,186,906 14,373,958 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 14,373,958 4,095,372 
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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 連結子会社数      ７社 連結子会社数      ７社 

 主要な連結子会社 

(株)エヌアイエス 

(株)パシフィックリース 

ＮＯＶＡ・スペース・デザイン(株) 

同左 

 非連結子会社名 非連結子会社名 

  新星國際股份有限公司 同左 

 非連結子会社について連結の範囲から除

いた理由 

非連結子会社について連結の範囲から除

いた理由 

  上記非連結子会社については、小規

模であり、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）および利益剰余

金（持分に見合う額）等がいずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、連結の範囲に含めておりま

せん。 

同左 

持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用非連結子会社数 －社 ２．持分法の適用に関する事

項 持分法適用関連会社数   －社 持分法適用関連会社数   －社 

 持分法を適用しない非連結子会社 持分法を適用しない非連結子会社 

  新星國際股份有限公司 同左 

 持分法を適用しない関連会社 持分法を適用しない関連会社 

  銀宇（福建）網絡科技有限公司  ㈱ギンガネット 

 銀宇（福建）網絡科技有限公司 

 持分法を適用しない理由 持分法を適用しない理由 

  上記非連結子会社および関連会社に

ついては、いずれも当期純損益（持分

に見合う額）および利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法を適用し

ておりません。 

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） 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

事業年度の末日が連結決算日と異なる連

結子会社 

事業年度の末日が連結決算日と異なる連

結子会社 

 決算日が12月末日の連結子会社 同左 

  インタービジョン㈱ 

 ㈱ＮＯＶＡ留学センター 

 

 決算日が２月末日の連結子会社  

  ㈱エヌアイエス 

 ㈱ＮＯＶＡ情報システム 

 ㈱パシフィックリース 

 

  連結財務諸表の作成にあたっては、上

記決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。 

 ただし、上記各連結子会社の決算日か

ら連結決算日までの間に生じた重要な取

引については、連結決算上必要な調整を

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 ① その他有価証券 ① 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） 

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） 

 （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 同左 

 (ロ)デリバティブ取引等 (ロ)デリバティブ取引等 

 ① デリバティブ ① デリバティブ 

  時価法 同左 

 (ハ)たな卸資産 (ハ)たな卸資産 

 ① 商品 ① 商品 

  先入先出法による原価法 同左 

 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 

  終仕入原価法 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  定率法 同左 

  なお、耐用年数及び残存価額につい

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。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く。）につ

いては、定額法を適用し、取得価額が

10万円以上20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却する方法を採用

しております。 

 

 (ロ)無形固定資産及び長期前払費用 (ロ)無形固定資産 

  定額法 同左 

  耐用年数については、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。 

 ただし、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）に基づいており、コンテンツ

については、利用可能期間（24ヶ月）

にわたり、当社所定の償却率により償

却しております。 

 

 (ハ)投資その他の資産（信託資産） (ハ)投資その他の資産 

  主として定率法 ① 長期前払費用 

  なお、耐用年数及び残存価額につい

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。 

 定額法 

 耐用年数については、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。 

  ② 信託資産 

   主として定率法 

 耐用年数及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。 

(イ)社債発行費 (イ)社債発行費 (3）繰延資産の処理方法 

 ３年間で均等償却しております。  社債の償還期間に基づき、定額法に

より償却しております。 

(イ)貸倒引当金 (イ)貸倒引当金 (4）重要な引当金の計上基

準  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については合理的に見積

もった貸倒率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 
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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） 

 (ロ)賞与引当金 (ロ)賞与引当金 

  従業員の賞与の支給等に充てるた

め、支給見込額のうち当連結会計年度

の負担に属する額を計上しておりま

す。 

同左 

 (ハ)売上返戻引当金 (ハ)売上返戻引当金 

  当社は、将来の受講料の返金に備え

るため、返金見込額を計上しておりま

す。 

同左 

 (ニ)退職給付引当金 (ニ)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 過去勤務債務については、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（３年）による定額法によ

り按分した額を費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（３年）に

よる定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

同左 

(5）収益の計上基準  売上高のうち、主な収入である駅前留

学サービス収入は、主として「入学金」

ならびに「受講料（うち45％が「ＮＯＶ

Ａシステム登録料」であり、残りの55％

が「ＮＯＶＡシステム利用料」でありま

す。）」から構成されていますが、その

うち「入学金」および「ＮＯＶＡシステ

ム登録料」については、契約時に収益と

して計上し、「ＮＯＶＡシステム利用

料」については、契約期間に対応した期

間にて均等計上しております。 

同左 

(6）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 
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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)ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法 (7）重要なヘッジ会計の方

法  金利スワップの特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、特例処

理によっております。 

同左 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ①ヘッジ手段 ①ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 同左 

 ②ヘッジ対象 ②ヘッジ対象 

 変動金利の借入金 同左 

 (ハ)ヘッジ方針 (ハ)ヘッジ方針 

  社内規定に基づき、財務活動に係る

金利変動リスクをヘッジする目的で金

利スワップ取引を行っております。 

同左 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

  特例処理によっている金利スワップ

取引については、有効性の評価を省略

しております。 

同左 

(イ)消費税等の会計処理 (イ)消費税等の会計処理 (8）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  税抜方式によっております。 同左 

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

間で均等償却しております。 

 ただし、連結調整勘定の金額が僅少で

ある場合には、発生時の損益として処理

しております。 

――――― 

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

―――――  ５年間の定額法により償却しておりま

す。ただし、金額が僅少である場合に

は、発生時の損益として処理しておりま

す。 

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お

よ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ヶ月以内に満期日の到来

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））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、これによる損益への影響はありません。 

 

（売上返戻引当金）  

 当社は、従来、受講料の返金については、返金時

に処理する方法によっておりましたが、当連結会計

年度から返金見込額を引当計上する方法に変更いた

しました。 

 この変更は、返金額の金額的重要性が増加してき

たことおよび返金率算定のためのデータ管理体制が

整い、返金見込額を合理的に見積もることが可能に

なったことから、返金見込額を引当計上することに

より、期間損益の適正化を図るためのものでありま

す。 

 この変更により、従来と同一の方法を採用した場

合に比べ、売上高および売上総利益が67,037千円増

加し、営業損失および経常損失がそれぞれ同額減少

し、税金等調整前当期純損失が1,183,965千円増加し

ております。 

 なお、当該変更については、上記データ管理体制

の整備が当連結会計年度下半期に終了したことか

ら、当下半期から適用することとしたものでありま

す。このため、当中間連結会計期間は、従来の方法

によっており、変更後の方法によった場合に比べ、

売上高および売上総利益が88,004千円少なく、営業

損失および経常損失がそれぞれ同額多く、税金等調

整前中間純損失が、1,162,998千円少なく表示されて

おります。 

 

（退職給付引当金）  

 当連結会計年度から「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年

３月16日）および「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第７号 平成17年３月16日）を適用しておりま

す。 

 なお、これによる損益への影響はありません。 
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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） 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

 （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正） 

  当連結会計年度から「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）および「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）ならびに

改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準」（改正企業会計基準第１号 平成18年

８月11日）および「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準の適用指針」（改正企業会計基

準適用指針第２号 平成18年８月11日）を適用して

おります。 

 これによる損益への影響はありません。 

 なお、これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、2,824,253千円であります。 

 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。 
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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 非連結子会社及び関連会社に対するものは以下の

とおりであります。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは以下の

とおりであります。 
  

投資有価証券 32,669千円

その他（出資金） 108,591千円
  

  
投資有価証券 32,669千円 千

その他（出資金） 108,591千円 千
  

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 
  

建物及び構築物 2,697千円

土地 2,129,055 

計 2,131,753 
  

  
定期預金 800,000千円

建物及び構築物 83,552 

土地 3,807,035 

計 4,690,588 
    

上記に対応する債務 

短期借入金 266,400千円

長期借入金 200,600 

計 467,000 
  

  
上記に対応する債務 

短期借入金 2,000,600千円

計 2,000,600 
  

 なお、短期借入金はすべて１年以内返済予定長期

借入金であります。 

 また、上記のほか、取引保証金の代用として敷金

及び差入保証金813,700千円、信用状の開設に伴い

定期預金50,000千円をそれぞれ担保に供しておりま

す。 

 なお、短期借入金には、１年以内返済予定長期借

入金200,600千円が含まれております。 

 また、上記のほか、取引保証金の代用として敷金

及び差入保証金488,000千円、信用状の開設に伴い

定期預金50,000千円をそれぞれ担保に供しておりま

す。 

※３ 当社の発行済株式総数 ※３        ――――― 
  

普通株式 67,503,600株
  

 

 平成17年９月１日付で株式１株につき２株の

割合で株式を分割しております。 

 

※４ 当社が保有する自己株式数 ※４        ――――― 
  

普通株式 894,100株
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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 売上原価および一般管理費に含まれている研究開

発費の総額は1,316,730千円であります。 

※１ 売上原価および一般管理費に含まれている研究開

発費の総額は1,115,025千円であります。 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
  

建物及び構築物 79,942千円

工具器具備品 14,077 

計 94,019 
  

  
建物及び構築物 33,326千円

工具器具備品 10,009 

建設仮勘定 8,717 

ソフトウェア 32,665 

計 84,719 
  

※３ すべて工具器具備品の売却に伴うものでありま

す。 

※３ すべて工具器具備品の売却に伴うものでありま

す。 

※４ 拠店移転損失の内訳は次のとおりであります。 ※４ 拠店移転損失の内訳は次のとおりであります。 
  

建物及び構築物 186,100千円

工具器具備品 24,038 

敷金及び差入保証金 9,864 

その他（投資その他の資産） 7,264 

撤去費用等 52,850 

計 280,118 
  

  
建物及び構築物 593,458千円

工具器具備品 80,566 

ソフトウェア 485 

電話加入権 88,428 

敷金及び差入保証金 101,212 

その他（投資その他の資産） 20,471 

撤去費用等 39,349 

計 923,973 
  

 

（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 67,503,600 － － 67,503,600 

合計 67,503,600 － － 67,503,600 

自己株式     

普通株式 894,100 2,947 － 897,047 

合計 894,100 2,947 － 897,047 

（注）１．自己株式における普通株式の増加数は、すべて単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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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 

 該当事項はありません。 

 

（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 

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） （平成19年３月31日現在）
  

現金及び預金 13,869,016千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △50,676 

有価証券  

マネー・マネージメント・ファ
ンド 

40,978 

その他（流動資産）  

金銭信託 514,639 

現金及び現金同等物 14,373,958 
  

  
現金及び預金 4,067,375千円

有価証券  

マネー・マネージメント・ファ
ンド 

15,205 

その他（流動資産）  

金銭信託 12,791 

現金及び現金同等物 4,095,372 
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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 

（借主側） （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 
  

 
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）

建物及び構築
物 

2,449,958 1,581,337 868,620

工具器具備品 4,939,100 2,428,482 2,510,618

計 7,389,059 4,009,820 3,379,238

  

  

 
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）

建物及び構築
物 

2,032,139 1,483,819 548,319

工具器具備品 4,133,363 2,626,864 1,506,499

計 6,165,503 4,110,684 2,054,819

  
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 1,194,638千円

１年超 2,278,680 

計 3,473,319 
  

  
１年内 897,524千円

１年超 1,247,808 

計 2,145,332 
  

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 1,473,322千円

減価償却費相当額 1,245,971 

支払利息相当額 143,591 
  

  
支払リース料 1,580,294千円

減価償却費相当額 1,366,633 

支払利息相当額 138,825 
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、利息法により各期に配分

しております。 

同左 
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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） 

（貸主側） （貸主側） 

１．リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

１．リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 
  

 
取得価額
（千円）

減価償却累
計額 
（千円） 

期末残高
（千円）

工具器具備品 94,386 65,322 29,063

計 94,386 65,322 29,063

  

  

 
取得価額
（千円）

減価償却累
計額 
（千円） 

期末残高
（千円）

工具器具備品 96,267 44,142 52,125

計 96,267 44,142 52,125

  
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 8,449千円

１年超 20,177 

計 28,626 
  

  
１年内 15,470千円

１年超 34,624 

計 50,095 
  

３．受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 ３．受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 
  

受取リース料 16,847千円

減価償却費 14,399 

受取利息相当額 1,288 
  

  
受取リース料 29,324千円

減価償却費 27,039 

受取利息相当額 2,741 
  

４．利息相当額の算定方法 ４．利息相当額の算定方法 

リース料総額と見積残存価額の合計額からリース

物件の購入価額を控除した額を利息相当額とし、

利息法により各期に配分しております。 

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．売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 

３．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 134,374 272,873 138,499 

(2)債券 197,964 385,051 187,086 

(3)その他 1,195,744 1,790,804 595,059 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

小計 1,528,083 2,448,729 920,645 

(1)株式 － － － 

(2)債券 300,000 284,580 △15,420 

(3)その他 411,325 364,346 △46,978 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

小計 711,325 648,926 △62,398 

合計 2,239,408 3,097,656 858,247 

 （注）１．減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が、取得原価に比べて50％以上下落したものにつ

いては一律に、時価の下落率が30％以上50％未満のものについては時価の回復可能性がないと判断した

ものについて、減損処理の対象としております。 

２．取得原価については、減損処理後の帳簿価額を記載しております。 

 

４．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） 

974,297 5,932 － 

 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド 40,978 

金銭信託 514,639 

非上場株式 15,450 

投資事業有限責任組合 10,055 

(2)子会社株式及び関連会社株式  

子会社株式 32,669 
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６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

種類 １年以内（千円） 
１年超５年以内 

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円） 

(1)債券 197,964 － － 300,000 

(2)その他 － － 156,825 － 

合計 197,964 － 156,825 300,000 

 

当連結会計年度（平成19年３月31日） 

１．売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 

３．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 57,586 138,990 81,403 

(2)債券 － － － 

(3)その他 140,100 192,593 52,493 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

小計 197,686 331,583 133,896 

(1)株式 － － － 

(2)債券 300,000 268,110 △31,890 

(3)その他 1,193,299 1,115,511 △77,787 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

小計 1,493,299 1,383,621 △109,677 

合計 1,690,986 1,715,205 24,219 

 （注）１．減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が、取得原価に比べて50％以上下落したものにつ

いては一律に、時価の下落率が30％以上50％未満のものについては時価の回復可能性がないと判断した

ものについて、減損処理の対象としております。 

２．取得原価については、減損処理後の帳簿価額を記載しております。 

３．減損処理を行い、投資有価証券評価損55,471千円を計上しております。 

 

４．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） 

2,272,600 548,332 65,276 
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５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド 15,205 

金銭信託 12,791 

非上場株式 5,778 

投資事業有限責任組合 8,754 

(2)子会社株式及び関連会社株式  

子会社株式 32,669 

 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

種類 １年以内（千円） 
１年超５年以内 

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円） 

(1)債券 － 300,000 － － 

(2)その他 － － 156,825 － 

合計 － 300,000 156,825 － 
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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 (1)取引の内容 

 当社は、通貨関連では延長条項付為替予約取引およ

び為替予約取引、金利関連では金利スワップ取引を利

用しております。 

 当社は、通貨関連では解約条項付為替予約取引、金

利関連では金利スワップ取引を利用しております。 

(2)取引に対する取組方針 (2)取引に対する取組方針 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、経営を安

定させるための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。 

同左 

(3)取引の利用目的 (3)取引の利用目的 

 ①延長条項付為替予約取引および為替予約取引  ①解約条項付為替予約取引 

 当社の海外留学サービス事業に起因する外貨支

払について、将来の為替相場の変動によるリスク

をヘッジする目的で使用しております。 

同左 

 ②金利スワップ取引  ②金利スワップ取引 

 当社の変動金利の借入金について、将来の金利

の上昇によるリスクをヘッジする目的で利用して

おります。 

同左 

(4)取引に係るリスクの内容 (4)取引に係るリスクの内容 

 通貨関連における延長条項付為替予約取引および為

替予約取引については、為替相場の変動によるリスク

を有しております。 

 金利関連における金利スワップ取引については、市

場金利の変動によるリスクを有しております。 

 なお、取引先については、信用度の高い大手金融機

関を選定しており、契約不履行による信用リスクは、

ほとんどないものと判断しております。 

 通貨関連における解約条項付為替予約取引について

は、為替相場の変動によるリスクを有しております。

 金利関連における金利スワップ取引については、市

場金利の変動によるリスクを有しております。 

 なお、取引先については、信用度の高い大手金融機

関を選定しており、契約不履行による信用リスクは、

ほとんどないものと判断しております。 

(5)取引に係るリスク管理体制 (5)取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行及び管理については、取引

権限・リスク管理の主管・報告体制等を定めた社内規

定に従って行っております。 

同左 

(6)取引の時価等に関する事項についての補足説明 (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

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。 

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額等、時価及び評価損益 

(1)通貨関連 

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 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）

解約条項付為替予
約取引 

   

 米ドル買円売 － － － － 4,968,000 4,554,000 △164,606 △164,606

為替予約取引    

 買建    

市場取
引以外
の取引 

  豪ドル 50,000 － 48,623 △1,376 － － － －

合計 50,000 － 48,623 △1,376 4,968,000 4,554,000 △164,606 △164,606

 （注）１．時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格によっております。 

２．解約条項の内容  平成19年４月末日から平成30年３月末日までの毎月１回（計132回）、取引の相手

方は、翌月以降のすべての為替予約取引（毎月当社が500千米ドル買）を解約する

権利を有しております。 
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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 

 当社及び連結子会社の退職給付制度は、従業員が退職する場合、社内規約に基づいて算定された退職金

を支払うこととなっております。この退職金の支払に充てるため、必要資金を内部留保しております。 

 なお、当社においては、平成２年10月より内部留保の他に退職金制度の一部について適格退職年金制度

を採用しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
（千円）

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

（千円）

 ① 退職給付債務 △530,162 △512,449 

 ② 年金資産 130,655 128,711 

 ③ 未積立退職給付債務（①＋②） △399,507 △383,737 

 ④ 未認識数理計算上の差異 △45,380 △66,368 

 ⑤ 未認識過去勤務債務 － － 

 
⑥ 連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋

⑤） 
△444,887 △450,105 

 ⑦ 退職給付引当金（⑥） △444,887 △450,105 

 （注） 子会社においては、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

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） 

（千円）

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） 

（千円）

 ① 勤務費用 105,170 100,004 

 ② 利息費用 11,042 11,361 

 ③ 期待運用収益 △989 △1,358 

 ④ 過去勤務債務の費用処理額 － － 

 ⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 7,850 △14,102 

 ⑥ 退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤） 123,073 95,903 
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
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 割引率（％） 2.30 2.30 

② 期待運用収益率（％） 1.04 1.04 

③ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

④ 過去勤務債務の処理年数（年） ３ ３ 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数（年） ３ ３ 

 

（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。 
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（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 

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）
  

繰延税金資産 千円

未払事業税等 86,752 

商品評価損 90,781 

貸倒引当金繰入限度超過額 147,986 

賞与引当金繰入限度超過額 218,288 

売上返戻引当金繰入限度超過額 486,846 

退職給付引当金繰入限度超過額 178,104 

未実現利益消去 119,749 

税務上の繰越欠損金 886,129 

その他 150,463 

繰延税金資産小計 2,365,101 

評価性引当額 △1,061,126 

繰延税金資産合計 1,303,975 

繰延税金負債  

貸倒引当金調整 △68,073 

その他有価証券評価差額金 △352,942 

繰延税金負債合計 △421,015 

繰延税金資産の純額 882,960 
  

  
繰延税金資産 千円

未払事業税等 77,793 

商品評価損 60,822 

投資有価証券評価損 38,684 

貸倒引当金繰入限度超過額 77,238 

賞与引当金繰入限度超過額 160,222 

売上返戻引当金繰入限度超過額 773,237 

退職給付引当金繰入限度超過額 177,483 

未実現利益消去 106,006 

税務上の繰越欠損金 1,774,148 

その他 73,305 

繰延税金資産小計 3,318,942 

評価性引当額 △2,016,967 

繰延税金資産合計 1,301,975 

繰延税金負債  

貸倒引当金調整 △8,475 

その他有価証券評価差額金 △9,961 

繰延税金負債合計 △18,436 

繰延税金資産の純額 1,283,538 
  

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 
  

繰延税金資産（流動資産） 1,133,871 

繰延税金資産（固定資産） 67,357 

繰延税金負債（固定負債） △318,268 
  

  
繰延税金資産（流動資産） 1,150,158 

繰延税金資産（固定資産） 133,379 
  

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主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

当連結会計年度については、税金等調整前当期純損

益が損失となったため、記載しておりません。 

同左 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 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）および当連結会計年度（自平成18年４月１

日 至平成19年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益または営業損失および全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る「異文化コミュニケーション関連事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

 

【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）および当連結会計年度（自平成18年４月１

日 至平成19年３月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店はないため、該当事項はありません。 

 

【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）および当連結会計年度（自平成18年４月１

日 至平成19年３月31日） 

 海外売上高はないため、該当事項はありません。 
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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） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(2)役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任 

事業上
の関係

取引内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

マルチメディ
ア商品の仕入
等 

(注)７

1,756,583 買掛金 71,759

多地点接続装
置の賃借 

(注)８
1,073,856 － －

資金の貸付 
(注)９

－ 
(700,000)

短期貸付
金 

－
(275,000)

利息の受取 
(注)９

－ 
(7,750)

－ －

㈱ギンガ
ネット 

(注)１ 
(注)４ 
(注)５ 

大阪市
天王寺
区 

20,000 
電気通信
事業 

なし 
兼任 
１名 
(注)５

通信機
器等の
購入お
よび資
金の貸
付 

業務委託手数
料の支払 

(注)10
30,451 － －

㈱ジャパ
ンメディ
カルアシ
スタンス 

(注)２ 
(注)４ 

大阪市
中央区 

10,000 
メディカ
ルアシス
タンス業 

なし なし 
業務の
受託 

業務委託手数
料の受取 

(注)11
89,649 未収入金 34,164

資金の貸付 
(注)９

－ 
(200,000)

－ 
－

(   －)

主要株主
(個人)及
びその近
親者が議
決権の過
半数を所
有してい
る会社等
（当該会
社等の子
会社を含
む） 

㈱ＮＴＢ 
(注)３ 
(注)４ 

東京都 
豊島区 

50,000 旅行業 なし 

兼任 
１名 
(注)６
 

資金の
貸付 

利息の受取 
(注)９

－ 
(  453)

－ －

 （注）１．当社の主要株主である猿橋望が議決権の50％を直接所有し、当社の主要株主である猿橋望及びその近親

者が議決権の50％を間接所有しております。 

２．当社の主要株主である猿橋望及びその近親者が議決権の100％を間接所有しております。 

３．当社の主要株主である猿橋望が議決権の55％を直接所有し、当社の主要株主である猿橋望及びその近親

者が議決権の45％を間接所有しております。 

４．猿橋望は当社の役員でもあるため、「役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当

該会社等の子会社を含む）」にも該当しております。 

５．当社役員渡辺明は、㈱ギンガネットの代表取締役を兼務しており、上記取引は役員が第三者のためにす

る取引にも該当しております。なお、同氏は平成17年９月19日付をもって同社役員を退任いたしました。 

６．当社役員吉里仁見が、㈱ＮＴＢの代表取締役を兼務しておりましたが、同氏は平成18年３月29日付を

もって同社役員を退任いたしました。 

７．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（商品仕入）㈱ギンガネットからの見積書に基づき、同社の原価および適正利益を勘案し、契約の都度

交渉の上、決定しております。 

８．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（設備賃借）㈱ギンガネットからの見積書に基づき、他社の同種機器の賃借料などを基準として交渉の

上、決定しております。 

９．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（資金貸付）市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

なお、取引金額および期末残高の( )内は、当社の子会社である㈱パシフィックリースからの貸付に係

るものを外数で記載しております。 
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10．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（業務委託）一般顧客に対するコンテンツ配信サービスの料金について、その回収を委託しております。 

なお、手数料については、当該サービスの提供に係る当社および㈱ギンガネットの負担等を勘案し、交

渉の上、決定しております。 

11．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（業務受託）一般の取引条件を参考にし、契約の都度交渉の上、決定しております。 

12．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

 

(3）子会社等 

 該当事項はありません。 

 

(4）兄弟会社等 

 当社の議決権の36％を所有する㈲ノヴァ企画（その他の関係会社）が議決権の100％を間接所有して

いる㈱ジャパンメディカルアシスタンスとの取引については、「（2）役員及び個人主要株主等」に記

載のとおりであります。 

 

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)親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任 

事業上
の関係

取引内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

資金の借入 
(注)４

400,000 － －

その他の
関係会社  

㈲ノヴァ
企画 

(注)１ 
(注)２ 
(注)３ 

大阪市
中央区 

6,000 
飲食店経
営 

被所有 
直接 36.5

兼任 
１名 

資金の
借入 

利息の支払 
(注)４

1,420 － －

 （注）１．当社の主要株主である猿橋望及びその近親者が議決権の100％を直接所有しております。 

２．猿橋望は当社の役員でもあるため、「役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当

該会社等の子会社を含む。）」にも該当しております。 

３．当社役員猿橋望は、㈲ノヴァ企画の取締役を兼務しており、上記取引は役員が第三者のためにする取引

にも該当しております。 

４．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（資金借入）市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

５．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれず、期末残高には消費税等を含んでおります。 
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(2)役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任 

事業上
の関係

取引内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

マルチメディ
ア商品の仕入
等 

(注)５

162,823 未収入金 25,809

多地点接続装
置の賃借 

(注)６
748,550 － －

資金の貸付 
(注)７

－ － －

利息の受取 
(注)７

－ 
(2,490)

－ 
－

(  －)

㈱ギンガ
ネット 

(注)１ 
(注)３ 
(注)４ 

大阪市
天王寺
区 

20,000 
電気通信
事業 

なし なし 

通信機
器等の
購入お
よび資
金の貸
付 

業務委託手数
料の支払 

(注)８
23,717 － －

主要株主
(個人)及
びその近
親者が議
決権の過
半数を所
有してい
る会社等
（当該会
社等の子
会社を含
む） 

㈱ジャパ
ンメディ
カルアシ
スタンス 

(注)２ 
(注)３ 

大阪市
中央区 

10,000 
メディカ
ルアシス
タンス業 

なし なし 
業務の
受託 

業務委託手数
料の受取 

(注)９
111,791 未収入金 53,098

 （注）１．当社の主要株主である猿橋望が議決権の50％を直接所有し、当社の主要株主である猿橋望及びその近親

者が議決権の50％を間接所有しております。 

２．当社の主要株主である猿橋望及びその近親者が議決権の100％を間接所有しております。 

３．猿橋望は当社の役員でもあるため、「役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当

該会社等の子会社を含む）」にも該当しております。 

４．「その他の関係会社」にも該当しております。 

５．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（商品仕入）㈱ギンガネットからの見積書に基づき、同社の原価および適正利益を勘案し、契約の都度

交渉の上、決定しております。 

６．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（設備賃借）㈱ギンガネットからの見積書に基づき、他社の同種機器の賃借料などを基準として交渉の

上、決定しております。 

７．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（資金貸付）市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

なお、取引金額および期末残高の( )内は、当社の子会社である㈱パシフィックリースからの貸付に係

るものを外数で記載しております。 

８．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（業務委託）一般顧客に対するコンテンツ配信サービスの料金について、その回収を委託しております。 

なお、手数料については、当該サービスの提供に係る当社および㈱ギンガネットの負担等を勘案し、交

渉の上、決定しております。 

９．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（業務受託）一般の取引条件を参考にし、契約の都度交渉の上、決定しております。 

10．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

 

(3）子会社等 

 該当事項はありません。 

 

(4）兄弟会社等 

 当社の議決権の36％を所有する㈲ノヴァ企画（その他の関係会社）が議決権の100％を間接所有して

いる㈱ジャパンメディカルアシスタンスとの取引については、「（2）役員及び個人主要株主等」に記

載のとおりであります。
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（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 87円24銭
  

  
１株当たり純資産額 42円40銭
    

１株当たり当期純損失 46円07銭
  

  
１株当たり当期純損失 37円46銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

同左 

 当社は、平成17年９月１日付で、１株につき２株の割

合で株式を分割しております。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報については、以下のとおりであります。 

――――― 

（前連結会計年度）  
 
１株当たり純資産額 134円36銭
 
１株当たり当期純利益 2円56銭
  

 

 （注） １株当たり当期純利益（△純損失）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（△純損失）（千円） △3,070,180 △2,495,004 

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（△純損失）
（千円） 

△3,070,180 △2,495,004 

期中平均株式数（千株） 66,641 66,607 
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（重要な後発事象） 

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） 

 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） 

①当社は、平成19年４月12日開催の取締役会において、固定資産の譲渡を行う旨の決議をしております。 

 当該譲渡の内容は下記のとおりであります。 

 １．譲渡資産の内容 

 資産の内容及び所在地  

 東京都中央区銀座５丁目１番24号ほか  

  土地 93.01㎡  

  建物 305.23㎡  

 ２．譲渡先 

 商号 有限会社ＳＣ不動産（ローンスターグループ）  

 本店所在地 東京都港区虎ノ門３丁目18番６号606  

 代表者 代表取締役 氏家 顕太郎  

 資本金 3,000千円  

 主な事業 不動産業  

 当社との関係 なし  

 ３．譲渡の日程 

 契約締結 平成19年４月13日  

 物件引渡 平成19年４月24日  

 

②生徒から提訴され、係争中でありました解約時の受講料精算単価に関する訴訟につきまして、平成19年4月3日、

高裁において当社の上告が棄却され、敗訴が確定いたしました。当該判決を受け、平成19年5月10日までに

問い合わせがあった同様の生徒に対しては要返還金額を見積もった上で売上返戻引当金を計上しております。 
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５．販売実績 

 ① 売上区分別販売実績 

 売上区分別販売実績は以下のとおりであります。 

売上区分 
生徒(法人)数 

(注)７ 
前期比 
（％） 

金額（千円） 
前期比 
（％） 

  一般顧客向け収入  352,657人 86.5 42,749,014 82.3 

  児童・幼児向け収入  65,474人 96.5 7,410,790 102.4 

  法人顧客向け収入  237社 105.3 430,022 105.0 

 駅前留学サービス収入 (注)１ － － 50,589,827 84.9 

 海外留学サービス収入 (注)２ 2,494人 84.5 1,360,540 90.4 

  教材 (注)３ － － 1,524,450 72.6 

  マルチメディア商品 (注)４ － － 2,585,869 64.3 

  その他 (注)５ － － 238,262 102.4 

 商品売上  － － 4,348,582 68.4 

異文化コミュニケーション関連事業  － － 56,298,951 83.5 

その他の事業 (注)６ － － 765,837 32.1 

売上高  － － 57,064,788 81.7 

 （注）１．「駅前留学サービス」は、海外留学の要素を集約した異文化コミュニケーションと外国語習得を行うた

めの環境を提供するサービスであります。 

２．「海外留学サービス」は、異文化コミュニケーションと外国語習得を目的とした当社オリジナルの短期

海外語学研修プログラム等であります。 

３．「教材」は、主としてマルチランゲージ・サービスのレッスンにおいて使用されるテキストであります。 

４．「マルチメディア商品」は、マルチメディア・テレビ電話や携帯電話といった遠隔コミュニケーション

機器の販売等が含まれております。 

５．「その他」は、「商品売上」のうち、「教材」および「マルチメディア商品」以外のものであり、書籍

の販売等が含まれております。 

６．「その他の事業」には、インテリアの設計・施工の請負および什器備品の販売等が含まれております。 

７．各売上区分ごとの生徒（法人）数の内容は以下のとおりであります。 

一般顧客    ……当連結会計年度末の受講者数 

児童・幼児   ……当連結会計年度末の受講者数 

法人顧客    ……当連結会計年度末の在籍法人数 

海外留学サービス……当連結会計年度における渡航者数 

８．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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 ② 地域別販売実績 

 異文化コミュニケーション関連事業における地域別販売実績は以下のとおりであります。 

地域 金額（千円） 前期比（％） 

北海道・東北地区 2,597,873 86.7 

関東地区 26,481,821 81.7 

中部地区 7,633,831 88.1 

関西地区 11,744,793 82.9 

中国・四国地区 3,854,403 81.9 

九州地区 3,986,227 89.1 

合計 56,298,951 83.5 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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６．個別財務諸表等 
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 ※１ 11,603,033  3,358,360

２．営業未収入金 ※２ 3,948,876  5,633,202

３．有価証券  40,978  15,205

４．商品  3,710,505  3,049,366

５．貯蔵品  26,396  51,709

６．前渡金  48,975  28,368

７．前払費用  1,202,961  1,081,003

８．未収入金  321,485  535,230

９．繰延税金資産  1,045,465  1,146,587

10．その他  799,366  736,317

11．貸倒引当金  △129,962  △134,459

流動資産合計  22,618,082 36.7  15,500,893 30.0

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物 ※１ 15,270,488 14,763,652 

減価償却累計額  5,327,590 9,942,898 6,058,655 8,704,997

(2）構築物  1,364,436 1,272,837 

減価償却累計額  769,810 594,626 773,394 499,442

(3）車両運搬具  9,428 9,428 

減価償却累計額  8,956 471 8,956 471

(4）工具器具備品  5,979,656 5,736,989 

減価償却累計額  4,216,396 1,763,260 4,416,332 1,320,657

(5）土地 ※１ 4,336,854  4,351,875

(6）建設仮勘定  140,717  292,346

有形固定資産合計  16,778,827 27.2  15,169,791 29.4
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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  920,238  938,791

(2)電話加入権  146,740  58,312

(3)商標権  35,273  43,608

(4)意匠権  18,012  21,958

(5)その他  7,427  11,321

無形固定資産合計  1,127,693 1.8  1,073,992 2.1

３．投資その他の資産   

(1)投資有価証券  3,123,161  1,729,739

(2)関係会社株式  139,669  139,669

(3)出資金  491  487

(4)関係会社出資金  108,591  108,591

(5)長期貸付金  500  500

(6)従業員長期貸付金  18,717  18,165

(7)関係会社長期貸付金  －  1,466,550

(8)長期前払費用  328,532  204,429

(9)敷金及び差入保証金 ※１ 16,420,852  15,212,037

(10)保険積立金  406,844  422,392

(11)信託資産  563,125  558,756

(12)繰延税金資産  －  23,132

(13)その他  36,282  36,282

(14)貸倒引当金  △45,761  △53,367

投資その他の資産合計  21,101,006 34.2  19,867,364 38.4

固定資産合計  39,007,526 63.2  36,111,147 69.9

Ⅲ 繰延資産   

１．社債発行費  58,666  43,570

繰延資産合計  58,666 0.1  43,570 0.1

資産合計  61,684,276 100.0  51,655,611 100.0
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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
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  294,045  150,140

２．短期借入金  1,420,000  2,100,000

３．１年以内償還予定社債  1,000,000  1,084,000

４．１年以内返済予定長期
借入金 

 1,831,930  1,827,390

５．未払金 ※２ 3,274,671  3,178,162

６．未払費用  1,934,423  1,797,718

７．未払法人税等  331,476  468,295

８．未払消費税等  136,796  327,640

９．前受金  1,031,310  2,710,983

10．繰延駅前留学サービス
収入 

 18,444,885  15,005,594

11．預り金  257,295  434,331

12．賞与引当金  510,489  380,176

13．売上返戻引当金  1,183,965  1,880,441

14．その他  31,944  41,553

流動負債合計  31,683,234 51.4  31,386,427 60.8

Ⅱ 固定負債   

１．社債  3,500,000  2,974,000

２．長期借入金  2,278,320  867,930

３．長期未払金  4,063,129  2,479,915

４．長期繰延駅前留学サー
ビス収入 

 13,184,914  10,500,871

５．繰延税金負債  318,268  －

６．退職給付引当金  408,700  416,099

７．その他  －  164,606

固定負債合計  23,753,333 38.5  17,403,422 33.7

負債合計  55,436,568 89.9  48,789,850 94.5
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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
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※３ 5,000,000 8.1  － －

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  1,250,000 － 

２．資本金及び資本準備金
減少差益 

 789,012 － 

資本剰余金合計  2,039,012 3.3  － －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  88,393 － 

２．当期未処分利益又は未
処理損失（△） 

 △1,066,355 － 

利益剰余金合計  △977,961 △1.6  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 505,380 0.8  － －

Ⅴ 自己株式 ※４ △318,722 △0.5  － －

資本合計  6,247,708 10.1  － －

負債及び資本合計  61,684,276 100.0  － －
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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  － －  5,000,000 9.7

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  －  1,250,000

(2）その他資本剰余金  －  789,012

資本剰余金合計  － －  2,039,012 3.9

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  －  88,393

(2）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  －  △3,956,663

利益剰余金合計  － －  △3,868,269 △7.5

４．自己株式  － －  △319,245 △0.6

株主資本合計  － －  2,851,497 5.5

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

 － －  14,263 0.0

評価・換算差額等合計  － －  14,263 0.0

純資産合計  － －  2,865,760 5.5

負債純資産合計  － －  51,655,611 100.0
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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   

１．駅前留学サービス収入 ※１ 59,696,742 50,707,216 

２．海外留学サービス収入  879,105 761,107 

３．商品売上  6,393,749 66,969,597 100.0 4,386,951 55,855,275 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．駅前留学サービス収入
原価 

※２ 32,775,915 29,569,325 

２．海外留学サービス収入
原価 

 680,317 595,848 

３．商品売上原価   

(1）期首商品棚卸高  3,094,074 3,710,505 

(2）当期商品仕入高  4,957,397 2,051,288 

計  8,051,471 5,761,794 

(3）期末商品棚卸高  3,710,505 3,049,366 

差引：商品売上原価  4,340,965 37,797,198 56.4 2,712,427 32,877,601 58.9

売上総利益  29,172,399 43.6  22,977,674 41.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  

１．役員報酬  186,052 176,892 

２．給料手当  6,866,570 6,293,620 

３．賞与  639,182 591,109 

４．賞与引当金繰入額  394,138 279,281 

５．退職給付費用  86,420 70,395 

６．法定福利費  1,084,910 893,022 

７．福利厚生費  43,100 31,492 

８．採用費  473,360 498,061 

９．広告宣伝費  11,067,831 7,017,976 

10．減価償却費  1,196,849 1,147,722 

11．賃借料  4,395,015 4,107,224 

12．リース料  567,861 447,032 

13．消耗品費  327,849 197,225 

14．旅費交通費  101,685 65,080 

15．通信費  945,485 644,968 



株式会社ＮＯＶＡ（4655）平成19年３月期 決算短信 
 

57 

  
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
（％）

16．租税公課  451,124 455,260 

17．支払手数料  1,190,873 1,234,914 

18．その他  1,108,627 31,126,940 46.5 990,840 25,142,121 45.0

営業利益又は損失
（△） 

 △1,954,541 △2.9  △2,164,447 △3.9

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  2,419 13,588 

２．受取配当金  70,366 61,503 

３．投資有価証券売却益  5,932 548,332 

４．受取手数料  118,301 140,058 

５．為替差益  123,785 467,981 

６．先物為替予約評価益  140,686 － 

７．その他  84,479 545,971 0.8 189,190 1,420,655 2.5

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  62,716 61,970 

２．社債利息  17,716 32,644 

３．社債発行費償却  29,333 31,041 

４．貸倒引当金繰入額  － 11,304 

５．投資有価証券売却損  － 65,276 

６．先物為替予約評価損  － 163,229 

７．保証金償却  19,427 39,361 

８．その他  51,119 180,313 0.3 118,723 523,552 0.9

経常利益又は損失
（△） 

 △1,588,883 △2.4  △1,267,344 △2.3
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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
（％）

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入額  33,822 33,822 0.1 709 709 0.0

Ⅶ 特別損失   

１．過年度売上返戻引当金
繰入額 

 1,251,003 － 

２．固定資産除却損 ※３ 101,019 72,982 

３．固定資産売却損 ※４ 26,239 1,430 

４．投資有価証券評価損  － 55,471 

５．拠店移転損失 ※５ 285,305 1,663,567 2.5 1,323,168 1,453,053 2.6

税引前当期純利益又は
純損失（△） 

 △3,218,628 △4.8  △2,719,687 △4.9

法人税、住民税及び事
業税 

 305,000 270,162 

法人税等調整額  △430,886 △125,886 △0.2 △99,541 170,620 0.3

当期純利益又は純損失
（△） 

 △3,092,741 △4.6  △2,890,307 △5.2

前期繰越利益  2,026,386  －

当期未処分利益又は未
処理損失（△） 

 △1,066,355  －
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駅前留学サービス収入原価明細書 

  
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） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 人件費   

１．給料手当  20,261,701 18,162,209 

２．賞与  189,097 158,573 

３．賞与引当金繰入額  116,350 100,894 

４．退職給付費用  26,978 20,008 

５．法定福利費  595,043 680,744 

６．福利厚生費  1,199 21,190,371 64.7 7,366 19,129,796 64.7

Ⅱ 経費   

１．減価償却費  1,285,042 1,114,395 

２．賃借料  7,732,768 7,197,073 

３．リース料  823,717 687,658 

４．消耗品費  99,834 41,810 

５．旅費交通費  194,841 146,077 

６．水道光熱費  853,656 767,699 

７．その他  595,682 11,585,543 35.3 484,812 10,439,528 35.3

駅前留学サービス収入
原価合計 

 32,775,915 100.0  29,569,325 100.0

   

 

海外留学サービス収入原価明細書 

 海外留学サービス収入原価については、代理店を経由して提携留学先に支払われる費用が主であり、収入原

価明細書は作成しておりません。 
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③【損失処理計算書及び株主資本等変動計算書】 

損失処理計算書 

  
前事業年度 

（平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

（当期未処理損失の処理）    

Ⅰ 当期未処理損失   1,066,355 

Ⅱ 損失処理額   － 

Ⅲ 次期繰越損失   1,066,355 

    

 （注） 日付は株主総会承認日であります。 
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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 

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

利益準
備金 繰越利益剰余

金 

利益剰余金合
計 

自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日 残高（千円） 5,000,000 1,250,000 789,012 2,039,012 88,393 △1,066,355 △977,961 △318,722 5,742,327

事業年度中の変動額   

当期純利益又は純損失（△）  △2,890,307 △2,890,307 △2,890,307

自己株式の取得   △522 △522

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） － － － － － △2,890,307 △2,890,307 △522 △2,890,830

平成19年３月31日 残高（千円） 5,000,000 1,250,000 789,012 2,039,012 88,393 △3,956,663 △3,868,269 △319,245 2,851,497

 

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） 505,380 505,380 6,247,708

事業年度中の変動額 

当期純利益又は純損失（△） △2,890,307

自己株式の取得 △522

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△491,117 △491,117 △491,117

事業年度中の変動額合計（千円） △491,117 △491,117 △3,381,947

平成19年３月31日 残高（千円） 14,263 14,263 2,865,760
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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)子会社株式及び関連会社株式 (1)子会社株式及び関連会社株式 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 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） 

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） 

 （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 同左 

(1)デリバティブ (1)デリバティブ ２．デリバティブ取引等の評

価基準及び評価方法 時価法 同左 

(1)商品 (1)商品 ３．棚卸資産の評価基準及び

評価方法 先入先出法による原価法 同左 

 (2)貯蔵品 (2)貯蔵品 

 終仕入原価法 同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法 定率法 同左 

  なお、耐用年数及び残存価額につい

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。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く。）につ

いては、定額法を適用し、取得価額が

10万円以上20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却する方法を採用

しております。 

 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 定額法 同左 

  耐用年数については、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。 

 ただし、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）に基づいており、コンテンツ

については、利用可能期間（24ヶ月）

にわたり、当社所定の償却率により償

却しております。 

 

 (3)長期前払費用 (3)投資その他の資産 

   ①長期前払費用 

 定額法 同左 

  なお、耐用年数については、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。 
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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） 

 (4)信託資産  ②信託資産 

  主として定率法 同左 

  なお、耐用年数及び残存価額につい

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。 

 

５．繰延資産の処理方法 (1)社債発行費 (1)社債発行費 

  ３年間で均等償却しております。 社債の償還期間に基づき、定額法によ

り償却しております。 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については合理的に見積

もった貸倒率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員の賞与の支給等に充てるた

め、支給見込額のうち当事業年度の負

担に属する額を計上しております。 

同左 

 (3)売上返戻引当金 (3)売上返戻引当金 

  将来の受講料の返金に備えるため、

返金見込額を計上しております。 

同左 

 (4)退職給付引当金 (4)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 過去勤務債務については、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（３年）による定額法によ

り按分した額を費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（３年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

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） 

７．収益の計上基準  駅前留学サービス収入は、主として入

学金、受講料（受講料の45％は「ＮＯＶ

Ａシステム登録料」であり、残りの55％

は「ＮＯＶＡシステム利用料」でありま

す。）から構成されていますが、そのう

ち入学金および「ＮＯＶＡシステム登録

料」については契約時に収益として計上

し、「ＮＯＶＡシステム利用料」につい

ては契約期間に対応した期間にて均等計

上しております。 

同左 

８．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 

９．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 

  金利スワップの特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、特例処

理によっております。 

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 

 ① ヘッジ手段 ① ヘッジ手段 

  金利スワップ取引 同左 

 ② ヘッジ対象 ② ヘッジ対象 

  変動金利の借入金 同左 

 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

  社内規定に基づき、財務活動に係る

金利変動リスクをヘッジする目的で金

利スワップ取引を行っております。 

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 

  特例処理によっている金利スワップ

取引については、有効性の評価を省略

しております。 

同左 

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 税抜方式によっております。 同左 
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会計方針の変更 

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））

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、これによる損益への影響はありません。 

 

（売上返戻引当金） ――――― 

 従来、受講料の返金については、返金時に処理す

る方法によっておりましたが、当事業年度から返金

見込額を引当計上する方法に変更いたしました。 

 この変更は、返金額の金額的重要性が増加してき

たことおよび返金率算定のためのデータ管理体制が

整い、返金見込額を合理的に見積もることが可能に

なったことから、返金見込額を引当計上することに

より、期間損益の適正化を図るためのものでありま

す。 

 この変更により、従来と同一の方法を採用した場

合に比べ、売上高および売上総利益が67,037千円増

加し、営業損失および経常損失がそれぞれ同額減少

し、税引前当期純損失が1,183,965千円増加しており

ます。 

 なお、当該変更については、上記データ管理体制

の整備が当事業年度下半期に終了したことから、当

下半期から適用することとしたものであります。こ

のため、当中間会計期間は、従来の方法によってお

り、変更後の方法によった場合に比べ、売上高およ

び売上総利益が88,004千円少なく、営業損失および

経常損失がそれぞれ同額多く、税引前中間純損失

が、1,162,998千円少なく表示されております。 

 

（退職給付引当金） ――――― 

 当事業年度から「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年３月16

日）および「『退職給付に係る会計基準』の一部改

正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７

号 平成17年３月16日）を適用しております。 

 なお、これによる損益への影響はありません。 
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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） 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

 （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正） 

  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）および「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）ならびに改正

後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（改正企業会計基準第１号 平成18年８月

11日）および「自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準の適用指針」（改正企業会計基準適

用指針第２号 平成18年８月11日）を適用しており

ます。 

 これによる損益への影響はありません。 

 なお、これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、2,865,760千円であります。 

 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。 
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表示方法の変更 

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） 

（損益計算書） ――――― 

１．前事業年度において営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「保証金償却」（前事業年度

7,037千円）については、金額の重要性が増加した

ため、当事業年度から区分掲記することといたしま

した。 
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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 担保に供している資産およびこれに対応する債務

は次のとおりであります。 

※１ 担保に供している資産およびこれに対応する債務

は次のとおりであります。 
  

建物 2,697千円

土地 2,129,055 

計 2,131,753 

上記に対応する債務 

１年以内返済予定長期借入金 266,400千円

長期借入金 200,600 

計 467,000 
  

  
定期預金 800,000千円

建物 83,552 

土地 3,807,035 

計 4,690,588 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,800,000千円

１年以内返済予定長期借入金 200,600 

計 2,000,600 
  

 また、上記の他、取引保証金の代用として敷金及

び差入保証金813,700千円、信用状の開設に伴い定

期預金50,000千円をそれぞれ担保に供しておりま

す。 

 また、上記の他、取引保証金の代用として敷金及

び差入保証金488,000千円、信用状の開設に伴い定

期預金50,000千円をそれぞれ担保に供しておりま

す。 

※２ 関係会社に対する主な資産・負債 ※２ 関係会社に対する主な資産・負債 

 区分掲記された以外で各科目に含まれているもの

は、次のとおりであります。 

 区分掲記された以外で各科目に含まれているもの

は、次のとおりであります。 
  

未払金 710,617千円
  

  
営業未収入金 1,512,627千円

未払金 621,843千円
   

※３ 会社が発行する株式総数 

普通株式 180,000,000株

発行済株式総数 

普通株式 67,503,600株

 平成17年９月１日付で、１株につき２株の割合

で株式を分割しております。 
  

※３        ――――― 

  
※４ 当社が保有する自己株式数 

普通株式 894,100株
  

※４        ――――― 

 ５ 資本の欠損  ５        ――――― 

 資本の欠損の額は596,065千円であります。  

 ６ 配当制限  ６        ――――― 

 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505,380

千円であります。 

 

 ７ 保証債務  ７ 保証債務 

 次のとおり、金融機関等との取引に対し、債務保

証を行っております。 

 次のとおり、金融機関等との取引に対し、債務保

証を行っております。 
  

㈱パシフィックリース(借入
金およびリース債務) 

5,778,694千円

  

  
㈱パシフィックリース(借入
金およびリース債務) 

2,090,879千円
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（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 駅前留学サービス収入とは、各拠店において提供

しているサービスのうち主として、一般顧客およ

び児童・幼児を対象とした「駅前留学」、法人顧

客を対象とした「ＮＯＶＡＸ25」といった、国内

で語学習得や海外疑似体験できる環境を提供する

ことの対価として得られる収入の総計でありま

す。 

※１          同左 

※２ 駅前留学サービス収入原価および一般管理費に含

まれる研究開発費は1,316,730千円であります。 

※２ 駅前留学サービス収入原価および一般管理費に含

まれる研究開発費は1,115,025千円であります。 

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

建物 82,946千円

構築物 6,420 

工具器具備品 11,652 

計 101,019 
  

  
建物 20,082千円

構築物 955 

工具器具備品 10,561 

建設仮勘定 8,717 

ソフトウェア 32,665 

計 72,982 
  

※４ すべて工具器具備品の売却に伴うものでありま

す。 

※４ すべて工具器具備品の売却に伴うものでありま

す。 

※５ 拠店移転損失の内訳は次のとおりであります。 ※５ 拠店移転損失の内訳は次のとおりであります。 
  

建物 188,169千円

構築物 9,686 

工具器具備品 24,770 

敷金及び差入保証金 9,864 

長期前払費用 7,264 

撤去費用等 45,550 

計 285,305 
  

  
建物 591,424千円

構築物 40,930 

工具器具備品 83,525 

ソフトウェア 485 

電話加入権 88,428 

敷金及び差入保証金 101,212 

長期前払費用 20,471 

撤去費用等 396,690 

計 1,323,168 
  

 

（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 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 894,100 2,947 － 897,047 

合計 894,100 2,947 － 897,047 

（注）１．普通株式の増加数は、すべて単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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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 
  

 
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）

建物 2,405,567 1,535,514 870,053

工具器具備品 4,899,814 2,387,132 2,512,682

合計 7,305,381 3,922,646 3,382,735

  

  

 
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）

建物 1,987,748 1,436,974 550,773

工具器具備品 4,135,278 2,628,015 1,507,262

合計 6,123,027 4,064,990 2,058,036

  
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 1,194,835千円

１年超 2,282,433 

計 3,477,269 
  

  
１年内 902,980千円

１年超 1,246,007 

計 2,148,988 
  

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 1,483,633千円

減価償却費相当額 1,244,898 

支払利息相当額 143,599 
  

  
支払リース料 1,603,503千円

減価償却費相当額 1,382,147 

支払利息相当額 138,984 
  

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と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。 

同左 

 

（有価証券関係） 

 前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）および当事業年度（自平成18年４月１日 至平成

19年３月31日）において、子会社株式及び関連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 

前事業年度 
（平成18年３月31日現在）

当事業年度 
（平成19年３月31日現在）

  
 千円

繰延税金資産 

未払事業税等 84,645 

投資有価証券評価損 15,874 

貸倒引当金繰入限度超過額 72,257 

賞与引当金繰入限度超過額 209,913 

売上返戻引当金繰入限度超過額 486,846 

退職給付引当金繰入限度超過額 168,057 

税務上の繰越欠損金 708,347 

その他 217,541 

繰延税金資産小計 1,963,484 

評価性引当額 △883,345 

繰延税金資産合計 1,080,139 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △352,942 

繰延税金負債合計 △352,942 

繰延税金資産の純額 727,196 
  

  
 千円

繰延税金資産 

未払事業税等 75,034 

商品評価損 60,822 

投資有価証券評価損 38,684 

貸倒引当金繰入限度超過額 77,234 

賞与引当金繰入限度超過額 156,328 

売上返戻引当金繰入限度超過額 773,237 

退職給付引当金繰入限度超過額 171,100 

税務上の繰越欠損金 1,652,348 

その他 70,057 

繰延税金資産小計 3,074,848 

評価性引当額 △1,895,167 

繰延税金資産合計 1,179,681 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △9,961 

繰延税金負債合計 △9,961 

繰延税金資産の純額 1,169,720 
  

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 
  

繰延税金資産（流動資産） 1,045,465 

繰延税金負債（固定負債） △318,268 
  

  
繰延税金資産（流動資産） 1,146,587 

繰延税金資産（固定資産） 23,132 
  

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主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

当事業年度については、税引前当期純損益が損失と

なったため、記載しておりません。 

同左 
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（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 93円80銭 43円03銭

１株当たり当期純利益（△純損失） △46円41銭 △43円39銭

  なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、潜在株

式が存在していないため記載して

おりません。 

同左 

  当社は、平成17年９月１日付

で、１株につき２株の割合で株式

を分割しております。 

 当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の１株当たり情

報については、以下のとおりであ

ります。 

――――― 

 （前事業年度）  

 
 
１株当たり純資産額 141円24銭
 
１株当たり当期純利益 ３円30銭
  

 

 （注） １株当たり当期純利益(△純損失)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(△純損失)（千円） △3,092,741 △2,890,307 

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(△純損失)
（千円） 

△3,092,741 △2,890,307 

期中平均株式数（千株） 66,641 66,607 
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（重要な後発事象） 

前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

①当社は、平成19年４月12日開催の取締役会において、固定資産の譲渡を行う旨の決議をしております。 

 当該譲渡の内容は下記のとおりであります。 

 １．譲渡資産の内容 

 資産の内容及び所在地  

 東京都中央区銀座５丁目１番24号ほか  

  土地 93.01㎡  

  建物 305.23㎡  

 ２．譲渡先 

 商号 有限会社ＳＣ不動産（ローンスターグループ）  

 本店所在地 東京都港区虎ノ門３丁目18番６号606  

 代表者 代表取締役 氏家 顕太郎  

 資本金 3,000千円  

 主な事業 不動産業  

 当社との関係 なし  

 ３．譲渡の日程 

 契約締結 平成19年４月13日  

 物件引渡 平成19年４月24日  

 

②生徒から提訴され、係争中でありました解約時の受講料精算単価に関する訴訟につきまして、平成19年4月3日、

高裁において当社の上告が棄却され、敗訴が確定いたしました。当該判決を受け、平成19年5月10日までに

問い合わせがあった同様の生徒に対しては要返還金額を見積もった上で売上返戻引当金を計上しております。 

 


