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平成20年２月期 中間決算短信 

平成19年10月12日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

１．19年８月中間期の連結業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日） 
(1) 連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年８月中間期 9,949 △0.4 391 △30.2 391 △30.3 68 －
18年８月中間期 9,988 1.5 560 62.3 561 66.7 △331 －
19年２月期 19,986 － 1,219 － 1,233 － △290 －
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当り
中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

 円 銭 円 銭
19年８月中間期 7 12 －
18年８月中間期 △34 72 －
19年２月期 △30 46 －

（参考） 持分法投資損益    19年８月中間期 －百万円 18年８月中間期 －百万円 19年２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８月中間期 11,881 5,395 45.4 564 90
18年８月中間期 11,689 5,398 46.2 565 25
19年２月期 11,037 5,434 49.2 568 98

（参考） 自己資本    19年８月中間期 5,395百万円 18年８月中間期 5,398百万円 19年２月期 5,434百万円 

 
(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８月中間期 813 △162 205 2,711
18年８月中間期 967 △288 351 2,481
19年２月期 1,000 △436 △159 1,855
 
 
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 

 円 銭 円 銭 円 銭
19年２月期 － 10 00 10 00
20年２月期 － 
20年２月期（予想）  10 00

10 00

 
 
３．20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日） 

（％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 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通     期 20,160 0.9 1,000 △18.0 1,020 △17.3 430 － 45 02
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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  
  
(2) 中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの） 
 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、19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」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８月中間期 9,550,888株 18年８月中間期 9,550,888株  19年２月期 9,550,888株

 ②期末自己株式数 19年８月中間期 248株 18年８月中間期 248株 19年２月期 248株

 (注)１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28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８月中間期の個別業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日） 
 (1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年８月中間期 9,010 △1.5 357 △40.7 381 △38.8 78 －
18年８月中間期 9,144 1.0 602 52.6 623 52.7 △247 －
19年２月期 18,083 － 1,029 － 1,078 － △392 －
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 
19年８月中間期 8 22 
18年８月中間期 △25 95 
19年２月期 △41 12 
 
(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８月中間期 11,154 4,986 44.7 522 13
18年８月中間期 11,136 5,165 46.4 540 80
19年２月期 10,294 5,015 48.7 525 11

（参考） 自己資本    19年８月中間期 4,986百万円 18年８月中間期 5,165百万円 19年２月期 5,015百万円 

 
２．20年２月期の個別業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日） 

（％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 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通     期 18,100 0.1 690 △33.0 740 △31.4 250 － 26 18
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速や為替動向、金利上昇等の不安要素はあ

ったものの、企業収益の改善による設備投資の増加や雇用情勢の改善により、景気は緩やかな回復基調

で推移しました。しかし、今後の年金不安や所得税の増加等のマイナス要因による影響が懸念されると

ころです。 

一方、当業界では、大手を中心とした営業拠点拡大により、熾烈な顧客獲得競争やサービス競争が繰

り広げられています。 

 このような状況の中、市進グループは教育サービスを本業として重視する経営方針を堅持し、市進ブ

ランドのさらなる浸透をめざして、首都圏全域へのドミナント展開を図るため、新規営業拠点の開設と

既存拠点の効率化、合理化を実施しました。 

 また、市進ブランドの強化をめざして、年々多様化する顧客ニーズに適応するため、受講コースを見

直し、改良・拡充等各種システムの充実を図り、さらにより良い教育環境を作るべく、施設面の整備・

拡充等も実施しました。 

 さらに本年度より市進予備校の映像配信授業「市進ウイングネット」の外部販売や個別指導塾「個太

郎塾」のフランチャイズ展開にも着手しました。 

この結果、市進グループ全体の７月時点生徒数は37,065名（前年同期比5.4％減）、当中間連結会計期

間の売上高は9,949百万円（前中間連結会計期間比0.4％減）となりました。 

一方、将来の商圏拡大をめざして、市進学院蒲田教室や大森教室、個太郎塾京急蒲田教室など、既存

ドミナント外に新設教室を開設したことにより、広告宣伝費が増加したほか、新規事業であるフリーウイ

ングの開始、市進予備校の映像配信授業「市進ウイングネット」の同業他社等への外部販売開始、神奈

川県にて７月下旬の夏期講習より授業を開始する市進学院溝の口教室・市進予備校溝の口校への設備投

資など、将来の市進グループ発展を期して積極的な投資を行った結果、営業利益は 391 百万円（前中間

連結会計期間比30.2％減）、経常利益は391百万円（前中間連結会計期間比30.3％減）となりました。 

また、前連結会計年度より適用となった「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、少子化の影響

が色濃いうえに入試情勢の変化が激しく、競合関係も激化している予備校部門を中心に、厳密に資産性

を考慮し、減損損失145百万円を計上いたしました。この結果、中間純利益は68百万円（前中間連結会

計期間 純損失331百万円）となりました。 

 

部門別業績の概況は以下の通りです。 

①小中学部門（市進学院部門） 

東京都に蒲田教室、大森教室、赤羽教室、南大沢教室、埼玉県に北与野教室を開設、また地域密着型

の高校受験専用教室として、埼玉県に岩槻教室、土呂教室を開設し、合計７教室の営業を平成19年３月

より開始し、さらに神奈川県に溝の口教室を開設し、平成19年７月下旬の夏期講習より営業を開始して

おります。その結果、拠点数は109教室となっております。 

なお、春日部教室は新規に開設された個太郎塾春日部教室とともに市進予備校を運営しているビルに

移転し、市進ブランドの相乗効果も得られるような設備の効率的活用を実施しました。 

志望進路別の各種コース設定や学習補完体制の充実によりきめ細やかな生徒指導を実施し、国私立中

学受験から高校受験までを視野に入れた幅広い進学ニーズに対応できる講座の設定・更新やカリキュラ

ムの編成・見直しを行っております。 

首都圏における中学受験市場では、ここ数年続いた市場拡大が落ち着きを見せ始めた一方で同業他社

間の競争が激化し、高校受験市場では推薦入学の増加など進学ニーズが多様化する中、小中学部門の市

進学院では生徒数は減少傾向にあります。しかし、小学生を中心に授業時間数を増加したことにより、

生徒一人あたりの単価は上昇しております。 

この結果、売上高は7,653百万円（前中間連結会計期間比0.8％増）となっております。 
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②高校部門（市進予備校部門） 

神奈川県に溝の口校を開設し、平成 19 年７月下旬の夏期講習より営業を開始しており、拠点数は 15

校舎となっております。 

クラブ活動等で通塾時間を確保しにくい現役高校生の事情に配慮した映像配信授業「市進ウイングネ

ット」について、平成19年６月より同業他社等への販売を開始いたしました。８月末日時点の契約件数

は約20社と順調に推移しておりますが、実際に市進ウイングネットの視聴開始を来春以降に設定される

ケースも多く、当期に予定していた収益は、来期以降に実現が期待される状況にあります。 

しかしながら、大学受験市場においては、推薦入試やＡＯ入試などが増加する中、生徒の通塾期間が

短期化する傾向にあり、本科コースの生徒数も年々減少しております。 

この結果、売上高は1,168百万円（前中間連結会計期間比18.2％減）となっております。 

 

③第三事業本部（個別指導事業・フリーウイング事業・添削事業・出版部門） 

まず、㈱市進が㈱個学舎のフランチャイジーとなって展開するＦＣ個太郎塾につきましては、平成

19 年３月下旬の春期講習より、東京都に京急蒲田教室、埼玉県に東浦和教室、神奈川県に青葉台教室

を開設し、拠点数は19教室となっております。 

また、パソコンを使って自分で勉強するための塾「フリーウイング」として、平成19年3月中旬よ

り、千葉県に千葉寺教室、国分寺台教室の２教室のフリーウイング専用教室を開設し、営業を開始して

おります。フリーウイング専用教室については、講師の確保が難しい地域での展開も可能であり、その

実験の意味も持つものであります。 

昨年度より営業を開始しました小学１～３年生対象の通信添削「ひゃくてん丸」は２年目を迎えて生

徒数も増加傾向にあり、将来の市進学院への継続率上昇が期待されます。 

そのほか、中学・高校・大学受験ガイドを発行する出版事業も行っております。 

この結果、売上高は188百万円（前中間連結会計期間比50.3％増）となっております。 

 

④個別指導部門（株式会社個学舎 市進チューターバンク、個太郎塾部門） 

平成19 年３月下旬の春期講習より、東京都に国立教室、竹の塚教室、ときわ台教室、千葉県に検見

川教室、埼玉県に春日部教室の個太郎塾５教室を開設し、営業を開始しております。個太郎塾の拠点数

は、㈱市進のフランチャイズ教室を含め、合計90教室となります。なお、個太郎塾の新設教室は市進

のＦＣ教室も含め、ほとんどが市進学院との共同店舗であり、市進ブランドの相乗効果による集客増加

を図るとともに、市進グループとして設備の効率的活用を図っております。個太郎塾は小学生から高校

卒業生までと対象学年が幅広く、さらに拠点のドミナント展開を積極的に行っていることから、生徒数

は増加しております。 

さらに㈱市進がフランチャイジーとなって２年間運営したＦＣ個太郎塾の実績をもとに、外部一般へ

のＦＣ募集を開始しており、８月末日時点で既に６教室（東京都に西葛西教室、千葉県に成田ニュータ

ウン教室、埼玉県に南浦和教室、神奈川県に相模大野教室、茨城県に大みか教室、水戸駅前教室）のＦ

Ｃ教室が営業を開始しております。今後さらに外部ＦＣ教室展開のスピードを高め、個太郎塾ブランド

の拡大と浸透を図ってまいります。 

この結果、売上高は924百万円（前中間連結会計期間比9.6％増）となっております。 

 

 

(2) 財政状態に関する分析 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末より 229 百万円増加し、

2,711百万円（前中間連結会計期間比9.3％増）となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、生徒一人当たりの単価は上昇しているものの生徒数が
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減少したことにより売上高が減少したこと、将来の市進グループ発展を期して積極的な投資を行ったこ

となどにより、813百万円の収入（前中間連結会計期間比16.0％減）となりました。 

②投資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・フローは、主に有形固定資産の取得や敷金保証金の差入などにより、162

百万円の支出（前中間連結会計期間比43.6％減）となりました。 

③財務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・フローは、長期借入金の返済資金として239 百万円を使用しましたが、

納税・賞与等の資金として短期借入金540百万円を調達しましたので、205百万円の収入（前中間連結

会計期間比41.5％減）となりました。 

 

（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

 
 平成16年期

２月期 

 平成17年 

２月期 

 平成18年 

２月期 

 平成19年２

月期 

平成19年８

月 

中間期 

自己資本比率（％） 47.0 50.3 53.1 49.2 45.4

時価ベースの自己資本比率

（％） 
29.8 35.3 46.2 43.4 34.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.8 6.5 2.3 1.8 1.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 16.0 7.3 21.1 28.5 39.5

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

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おります。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しております。 

（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息を支払っている全ての負債を対

象としております。 

 

（3）会社の利益配分に関する基本方針および当期の配当 

当社は、株主への長期的利益還元を重要な経営課題のひとつと考え、安定した配当を行うことを

基本としたうえで、配当性向と企業体質の強化および内部留保の充実を勘案して決定することを基

本方針としております。 

 また、内部留保金につきましては、教室開設のための設備投資資金、新規事業等に活用し、事業

拡大に努めてまいります。 

 

（4）通期の見通し 

 通期の見通しにつきましては、まず、小中学部門であります市進学院につきましては、平成20年３月

に新たに５～７教室を開設する準備を進めております。 

 また、高校部門であります市進予備校につきましては、映像配信授業「市進ウイングネット」の外部

販売をさらに推し進めるとともに、平成20年３月に新たに１校舎を開設する準備を進めております。 

 さらに、個別指導部門であります個太郎塾は、外部フランチャイズ教室の展開を推進するとともに、

㈱個学舎直営と㈱市進フランチャイズ教室とで合わせて10教室程度の新規開設をめざし、市進学院や市

進予備校との連携をより深める方向で準備を進めております。 

 しかしながら、市進学院・市進予備校の生徒数が減少傾向にある一方、将来の市進グループ発展のた

めの積極的投資を行っているため、今年度通期の見通しとしましては、連結売上高は20,160百万円、連

結営業利益は1,000 百万円、連結経常利益は 1,020 百万円、連結当期純利益は 430 百万円となる見込み

であります。 
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２．企業集団の状況 

 

 当社の企業集団は、当社と当社の100％子会社であります株式会社個学舎および株式会社友進の３社で構

成されております。 

 当社は小・中学生および高校生を対象とした集団教育事業、添削および出版事業等を営んでおり、株式

会社個学舎は小学生から高校卒業生までを対象とした個別指導事業および家庭教師派遣事業を営んでおり

ます。また、当社は株式会社個学舎のフランチャイジーとして、個別指導塾である個太郎塾を運営してお

ります。 

 株式会社友進は、当社および株式会社個学舎が事業運営において使用する教材等の印刷および配送なら

びに教室等の施設管理、講師や受付スタッフ等の採用および派遣等の業務を担当しております。 

 なお、株式会社個学舎、株式会社友進ともに当社の連結子会社に該当いたします。 

 

 当社の企業集団の業務の関連を図示すると次の通りであります。 

 

 

当社 

小
中
学
部
門
（
市
進
学
院
） 

高
校
部
門
（
市
進
予
備
校
） 

第三事業本部 

通
信
添
削
事
業 

フ
リ
ー
ウ
イ
ン
グ
事
業 

シ
ス
テ
ム
部
門 

出
版
部
門

個
別
指
導
事
業

個
太
郎
塾
部
門 

市
進
チ
ュ
ー
タ
ー
バ
ン
ク 

株式会社個学舎 

株式会社友進 

フランチャ

イズ契約 

教材等の印刷配送 

講師・受付スタッフ等の派遣 

教室等の施設管理 
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３.経営方針 

 

（1）会社の経営の基本方針 

 当社は創立以来一貫して「教育水準の向上」という社会的使命の達成と、社会と地域の信託に応えなが

ら「着実に発展、成長する会社」をめざし、小学生・中学生・高校生を対象とする進学指導、学習指導な

らびに関連出版事業を展開し続けてまいりました。 

 今後とも、顧客のニーズに的確に応えるべく、新しい視点での講習・講座の充実等教育サービスの提供

を実践することにより、首都圏における確固たる地位を確立し、収益の向上を通じて企業価値の最大化に

努めることを経営の指針としております。 

 

（2）投資単位の引下げに関する考え方および方針 

 当社は、平成18年３月１日を効力発生日として、１単元の株式数を1,000株から500株に変更してお

ります。これは、当社株式の流動性の向上および株主数の増加を目的として、より投資しやすい環境を整

えるため、株式投資単位の引下げを行ったものであります。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは教育サービスを本業として重視する経営方針を堅持し、市進ブランドのさらなる浸透を

めざして、首都圏全域へのドミナント展開をさらに進めてまいります。同時に、映像配信授業や自立学習

等、新しい視点での指導方法を開発・定着させることにより、新たな顧客層の集客を図ってまいります。 

 また、今後のさらなる市進グループの発展をめざし、映像配信授業「市進ウイングネット」の同業他社

等への外部販売や、外部一般の個人・法人を対象とする個太郎塾のフランチャイズ展開の拡大・浸透を図

ってまいります。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

 教育サービスの成果に対する顧客の関心はいっそう高まり、これまで以上に提供するサービスの質的向

上が厳しく問われている状況の中、当社は各学年在籍生の具体的な進学ニーズや学習ニーズを的確にとら

え、一人ひとりの目標を結実させるために、より効果的な学習指導方法・進路指導方法を追求することに

より、在籍生の継続と新規入会生の集客を図ってまいります。また経営効率の向上、既存ドミナントの確

立・強化を目的とし、新規教室開設を進めてまいります。 

 さらに、映像配信授業を受信する同業他社や個太郎塾の外部フランチャイズ教室に対しても、直営店に

劣らない教育サービスの提供が確保されるための体制をとり、共存共栄を図ることに取り組んでまいりま

す。 

 また、金融商品取引法の遵守に向けて、さらなる内部統制の強化に取り組んでまいります。 

 

（5）親会社等に関する事項 

①親会社等の称号 

（平成19年８月31日現在） 

親会社等 属性 親会社等の議決権

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上

場されている証券取引所等 

株式会社 

あけぼの事務所 

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社 

37.97％

 

なし 

 

②親会社等との関係 

 株式会社あけぼの事務所は、当社取締役会長の梅田威男が経営する投資持株会社であり、その他の人的

関係や物的関係および営業・営業外の取引関係等はありません。 

 

③親会社等との取引に関する事項 

 該当事項はありません。 
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（6）内部管理体制の整備・運用状況 

 当社は監査役会設置会社として、常勤監査役１名および非常勤監査役２名（２名とも社外監査役）で構

成される監査役会を、定例または随時に実施しております。取締役会には監査役全員が参加し、適宜意見

表明を行うとともに、各取締役の業務執行状況につき監査を行っております。また、常勤監査役は社内の

重要な会議に出席するとともに、各種会議体の議事録閲覧および各部署への訪問監査の実施等により、社

内業務執行状況の課題や問題点を随時把握できる体制をとっております。 

 内部監査部門である業務監査室は各事業本部・業務本部から独立した立場にあり、年間業務監査計画に

基づき、業務活動全般にわたり、定期的または必要に応じて随時に、訪問監査・書類監査を実施し、問題

点や今後の課題を経営会議および代表取締役に報告する体制をとっております。また業務監査室は監査役

会とも定期的に会議を実施し、社内各部署の法令遵守の状況および問題点と課題を把握し、監査機能の強

化を図っております。 

 内部管理・内部統制が適切かつ有効に機能することをめざし、経営企画調整室、総務室、財務開発室な

どが中心となり、各種社内規程および業務規程の見直しを行うとともに、社内業務研修などを実施し、業

務手順の周知徹底を図っております。 

 また、当社はブロック長会議・ブロック職員会議・教育本部主管者会議など予め定められた会議体に基

づく社内会議を定期的に開催し、具体的な問題点の早期把握とケーススタディの共有、対応マニュアル類

の見直しなどを実施しております。この社内会議の議事録は、社内情報の共有化を目的として、会議に参

加していない部署にも配布・回覧する体制をとっております。 

 さらに在籍生の父母代表によって構成される「市進会役員会」とも定期的な会議の場を持ち、顧客側の

意見を適時に吸収することにより、教育サービスの質的向上を図っております。 

 個人情報保護に関しましては、個人情報保護委員会を組織し、定例的な会議を通して、社内各部署の業

務が個人情報保護規程とてらして適正に行われているかを確認しております。 

 なお、監査役会、内部監査部門である業務監査室、会計監査人は適宜会議を実施し、相互に連携をとっ

ております。 



－  － 
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４【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   3,629,027 3,873,764  3,017,599

２ 売掛金   31,266 32,677  16,555

３ 有価証券   161,859 162,365  162,053

４ たな卸資産   148,550 139,233  131,816

５ その他   1,127,078 957,970  868,465

貸倒引当金   △15,461 △18,655  △11,900

流動資産合計   5,082,321 43.5 5,147,354 43.3  4,184,589 37.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1）建物及び構築物 ※２ 1,576,144 1,561,979 1,634,897 

(2）土地 ※２ 688,590 637,440 637,440 

(3）その他  283,478 2,548,213 21.8 272,084 2,471,505 20.8 321,375 2,593,713 23.5

２ 無形固定資産   116,857 1.0 103,894 0.9  109,582 1.0

３ 投資その他の資産    

(1）差入敷金保証金 ※２ 2,937,766 2,916,623 2,929,950 

(2）繰延税金資産  587,322 789,757 747,680 

(3）その他  417,176 3,942,265 33.7 452,431 4,158,813 35.0 472,035 4,149,666 37.6

固定資産合計   6,607,337 56.5 6,734,212 56.7  6,852,962 62.1

資産合計   11,689,659 100.0 11,881,567 100.0  11,037,551 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年２月28日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   273,398 244,676  245,056

２ 短期借入金 ※２  540,000 540,000  ―

３ １年内返済予定長
期借入金 

※２  478,877 395,202  445,739

４ 未払金   922,079 887,428  923,265

５ 未払法人税等   275,169 183,468  306,174

６ 前受金   907,152 1,021,477  283,363

７ 賞与引当金   486,155 495,021  467,022

８ その他   213,820 209,917  200,326

流動負債合計   4,096,652 35.0 3,977,192 33.5  2,870,946 26.0

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２  1,287,884 1,161,256  1,350,238

２ 退職給付引当金   872,302 851,502  858,215

３ 役員退職慰労引当金   ― 456,654  494,510

４ その他   34,289 39,774  29,467

固定負債合計   2,194,475 18.8 2,509,186 21.1  2,732,431 24.8

負債合計   6,291,128 53.8 6,486,379 54.6  5,603,377 50.8

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,375,900 11.8 1,375,900 11.6  1,375,900 12.5

２ 資本剰余金   1,085,177 9.3 1,085,177 9.1  1,085,177 9.8

３ 利益剰余金   3,862,170 33.0 3,485,310 29.3  3,512,812 31.8

４ 自己株式   △141 △0.0 △141 △0.0  △141 △0.0

株主資本合計   6,323,106 54.1 5,946,245 50.0  5,973,748 54.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
評価差額金 

  49,486 0.4 33,016 0.3  44,499 0.4

２ 土地再評価差額金   △974,061 △8.3 △584,074 △4.9  △584,074 △5.3

評価・換算差額等合計   △924,575 △7.9 △551,057 △4.6  △539,574 △4.9

純資産合計   5,398,531 46.2 5,395,187 45.4  5,434,173 49.2

負債純資産合計   11,689,659 100.0 11,881,567 100.0  11,037,551 100.0

    



－  － 
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②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   9,988,206 100.0 9,949,310 100.0  19,986,863 100.0

Ⅱ 売上原価   8,151,166 81.6 8,314,470 83.6  16,201,293 81.1

売上総利益   1,837,039 18.4 1,634,840 16.4  3,785,569 18.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  1,276,457 12.8 1,243,711 12.5  2,566,406 12.8

営業利益   560,582 5.6 391,128 3.9  1,219,162 6.1

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  1,504 5,776 6,178 

２ 外部模試手数料収
入  3,595 3,438 18,151 

３ 自動販売機等収入  1,620 1,600 2,824 

４ その他  13,280 20,000 0.2 9,141 19,956 0.2 23,982 51,137 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  17,992 19,259 35,010 

２ その他  1,181 19,173 0.2 267 19,527 0.2 2,059 37,069 0.2

経常利益   561,408 5.6 391,557 3.9  1,233,299 6.2

Ⅵ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 101,331 15,651 104,966 

２ 減損損失 ※３ 809,918 145,704 876,599 

３ 過年度役員退職慰
労引当金繰入額 

 ― ― 482,420 

４ その他 ※４ ― 911,250 9.1 2,770 164,125 1.6 6,200 1,470,186 7.3

税金等調整前中間
純利益又は中間
（当期）純損失
(△) 

  △349,841 △3.5 227,432 2.3  △236,956 △1.1

法人税、住民税及
び事業税 

 246,723 156,316 514,138 

法人税等調整額  △264,977 △18,254 △0.2 3,111 159,428 1.6 △460,136 54,001 0.3

中間純利益又は中
間（当期）純損失
(△) 

  △331,587 △3.3 68,003 0.7  △290,958 △1.4
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③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（平成18年３月１日から 平成18年８月31日まで） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計 

純資産合計

平成18年２月28日 
残高（千円） 

1,375,900 1,085,177 5,816,156 △141 8,277,091 50,566 △2,468,532 △2,417,966 5,859,125

中間連結会計期間中
の変動額 

   

土地再評価差額金
取崩 

 △1,494,471 △1,494,471   △1,494,471

剰余金の配当 
（注） 

 △95,506 △95,506   △95,506

役員賞与（注）  △32,420 △32,420   △32,420

中間純損失  △331,587 △331,587   △331,587

株主資本以外の項
目の中間連結会計
期間中の変動額
（純額） 

 △1,080 1,494,471 1,493,391 1,493,391

中間連結会計期間中
の変動額合計 
（千円） 

― ― △1,953,985 ― △1,953,985 △1,080 1,494,471 1,493,391 △460,593

平成18年８月31日 
残高（千円） 

1,375,900 1,085,177 3,862,170 △141 6,323,106 49,486 △974,061 △924,575 5,398,531

          
 （注） 平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

当中間連結会計期間（平成19年３月１日から 平成19年８月31日まで） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計 

純資産合計

平成19年２月28日 
残高（千円） 

1,375,900 1,085,177 3,512,812 △141 5,973,748 44,499 △584,074 △539,574 5,434,173

中間連結会計期間中
の変動額 

   

剰余金の配当  △95,506 △95,506   △95,506

中間純利益  68,003 68,003   68,003

株主資本以外の項
目の中間連結会計
期間中の変動額
（純額） 

 △11,483  △11,483 △11,483

中間連結会計期間中
の変動額合計 
（千円） 

― ― △27,502 ― △27,502 △11,483 ― △11,483 △38,985

平成19年８月31日 
残高（千円） 

1,375,900 1,085,177 3,485,310 △141 5,946,245 33,016 △584,074 △551,057 5,395,187
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（平成18年３月１日から 平成19年２月28日まで） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計 

純資産合計

平成18年２月28日 
残高（千円） 

1,375,900 1,085,177 5,816,156 △141 8,277,091 50,566 △2,468,532 △2,417,966 5,859,125

連結会計年度中の変
動額 

   

土地再評価差額金
取崩 

 △1,884,458 △1,884,458   △1,884,458

剰余金の配当 
（注） 

 △95,506 △95,506   △95,506

役員賞与（注）  △32,420 △32,420   △32,420

当期純損失  △290,958 △290,958   △290,958

株主資本以外の項
目の連結会計年度
中の変動額（純
額） 

 △6,066 1,884,458 1,878,391 1,878,391

連結会計年度中の変
動額合計（千円） 

― ― △2,303,343 ― △2,303,343 △6,066 1,884,458 1,878,391 △424,951

平成19年２月28日 
残高（千円） 

1,375,900 1,085,177 3,512,812 △141 5,973,748 44,499 △584,074 △539,574 5,434,173

          
 （注） 平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 



－  － 
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間純利益又は
中間（当期）純損失(△) 

 △349,841 227,432 △236,956 

減価償却費  181,056 157,859 342,238 

敷金保証金償却  1,154 1,109 4,234 

固定資産除却損  101,331 15,651 104,966 

減損損失  809,918 145,704 876,599 

会員権評価損  ― ― 1.355 

貸倒引当金の増加(減少)  △1,652 6,754 △5,212 

賞与引当金の増加  24,453 28,000 33,860 

退職給付引当金の増加  
（減少） 

 7,125 △6,713 △6,960 

役員退職慰労引当金の増加
（減少） 

 ― △37,856 494,510 

受取利息及び受取配当金  △2,347 △6,819 △7,707 

支払利息  17,992 19,259 35,010 

売上債権の減少  △62,303 △77,527 △4,934 

たな卸資産の増加（減少）  △13,170 △7,416 3,563 

仕入債務の増加（減少）  1,231 △379 △27,110 

未払金の減少  △48,174 △57,964 △24,834 

前受金の増加  674,251 738,114 50,462 

未払消費税等の増加（減少）  △26,262 1,100 △23,242 

役員賞与の支払額  △16,210 △28,540 △32,420 

その他  △52,953 △43,879 △17,267 

小計  1,245,601 1,073,890 1,560,154 

利息及び配当金の受取額  2,204 5,966 5,344 

利息の支払額  △18,302 △19,371 △35,222 

法人税等の支払額  △261,509 △246,911 △529,668 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 967,993 813,574 1,000,609 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

定期預金の増加(減少)  84,973 △222 69,926 

有形固定資産の取得による支
出 

 △456,143 △172,143 △742,176 

長期貸付による支出  △1,960 △2,735 △4,690 

長期貸付金の回収による収入  4,216 4,083 10,901 

敷金保証金の差入による支出  △55,831 △47,303 △86,941 

敷金保証金の回収による収入  136,628 59,520 385,078 

その他  △589 △4,083 △68,519 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △288,704 △162,883 △436,421 

 



－  － 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日）

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

短期借入金の増加  540,000 540,000 ― 

長期借入による収入  180,000 ― 475,000 

長期借入金の返済による支出  △273,413 △239,519 △539,197 

配当金の支払額  △94,966 △94,917 △95,362 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 351,620 205,563 △159,559 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,030,910 856,253 404,629 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,450,446 1,855,075 1,450,446 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

※1 2,481,356 2,711,329 1,855,075 
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（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

１ 連結の範囲に関する事項  子会社はすべて連結されており

ます。 

 連結子会社は、株式会社友進及

び株式会社個学舎の２社でありま

す。 

同左 同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

 関連会社はありません。 同左 同左 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日と中間

連結決算日は一致しております。

同左  連結子会社の事業年度末日と連

結決算日は一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

   

（1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

   

① たな卸資産 教材・原材料等 教材・原材料等 教材・原材料等 

  先入先出法に基づく原価法に

よっております。 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法によっておりま

す。 

同左 同左 

② 有価証券 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

によっております。 

同左  決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採

用しております。 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法に

よっております。 

同左 同左 

（2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

   

① 有形固定資産  定率法によっております。但

し、平成10年４月１日以降取得の

建物（建物附属設備を除く）は定

額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 定率法によっております。但

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）

は定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 定率法によっております。但

し、平成10年４月１日以降取得の

建物（建物附属設備を除く）は定

額法によっております。 

 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～60年

機械装置及び運
搬具 

６年～10年

器具備品 ３年～20年
  

 
建物及び構築物 ８年～60年

機械装置及び運
搬具 

６年～10年

器具備品 ３年～20年
 

 
建物及び構築物 ８年～60年

機械装置及び運
搬具 

６年～10年

器具備品 ３年～20年
 

  （会計処理の変更） 

 法人税法の変更に伴い、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法によっており

ます。 

 これに伴う損益への影響は軽微で

あります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

② 無形固定資産  定額法によっております。なお

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によって

おります。 

同左 同左 

（3）重要な引当金の計上

基準 

   

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、貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回

収の可能性を勘案し回収不能見込

額を計上しております。 

同左 同左 

② 賞与引当金  従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち、当中間連

結会計期間の負担額を計上してお

ります。 

同左  従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち、当連結会

計年度の負担額を計上しておりま

す。 

③ 役員賞与引当金  役員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち、当中間連結会

計期間の負担額を計上しておりま

す。 

────  役員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち、当連結会計年

度の負担額を計上しております。

④ 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、当中間連結会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定

額法により、翌連結会計年度から

処理しております。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当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。 

 数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定

額法により、翌連結会計年度から

処理しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 ────  役員の退職慰労金支給に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度末

における要支給見込額に基づき、当

中間連結会計期間において発生して

いると認められる額を計上しており

ます。 

 役員の退職慰労金支給に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度末

における要支給額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

 当連結会計年度末より、当社にお

いて、役員退職慰労金に関する内規

が整備されたことに伴い、当連結会

計年度から役員退職慰労引当金を計

上しております。なお、当連結会計

年度の負担額12,090千円について

は、販売費及び一般管理費に、過年

度分482,420千円については、特別

損失に計上しております。 

（4）重要な収益の計上基

準 

 納入金要領に基づき、授業料及

び講習料は生徒の在籍期間に応じ

て計上し、また入会金及び教材費

等は生徒を受け入れた事業年度の

収益として計上しております。 

同左 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

（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 同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 （6）その他中間連結財務

諸表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項 

 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ま

す。 

同左 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 同左 

６ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

 手許現金、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 同左 
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（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

（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） 

 当中間連結会計期間から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日）及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日））を適用しております。 

 これにより税引前中間純損失は809,918千

円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき資産の金額

から直接控除しております。 

  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））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損失は

876,599千円増加しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後

の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） 

──── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

 当中間連結会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,398,531千円です。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。 

  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）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,434,173千円です。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連

結会計期間における貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。 

（役員賞与に関する会計基準） ──── （役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より企業会計基準4号

「役員賞与に関する会計基準」(平成17年11

月29日企業会計基準委員会)に基づき、役員

に対する賞与の支給に当てるため、当該支給

見込額に基づき当中間連結会計期間負担額を

役員賞与引当金として計上しております。 

 これにより当中間連結会計期間において販

売費及び一般管理費の役員賞与引当金繰入額

が17,100千円増加し、営業利益、経常利益は

従来の方法によった場合と比べ、同額減少

し、税金等調整前中間純損失は同額増加して

おります。 

  当連結会計年度から「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準4号 企業会計基準

委員会 平成17年11月29日)に基づき、役員

に対する賞与の支給に当てるため、当該支給

見込額に基づき当連結会計年度負担額を役員

賞与引当金として計上しております。 

 これにより当連結会計年度において販売費及

び一般管理費の役員賞与引当金繰入額が28,540

千円増加し、営業利益、経常利益は従来の方法

によった場合と比べ、同額減少し、税金等調整

前当期純損失は同額増加しております。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

───── （有形固定資産の減価償却方法の変更） ───── 

  法人所得税の改正（(所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30日 法律第６

号)及び（法人税法施行令の一部を改正する

政令 平成19年３月30日 政令第83号））に

伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産の減価償却については、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。 

 これに伴う損益への影響は軽微でありま

す。 

 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

（中間連結貸借対照表） ───── 

 「繰延税金資産(固定資産)」は前中間連結会計期間末は、投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連

結会計期間末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記

しております。 

 なお、前中間連結会計期間末の金額は344,575千円であります。

 

 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

項目 
前中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年８月31日） 

前連結会計年度末 
（平成19年２月28日） 

 
4,772,953千円

  

 
5,028,335千円

  

 
4,915,678千円

 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 
 減価償却累計額には、減損損失

累計額を含めております。 

 減価償却累計額には、減損損失

累計額を含めております。 

 減価償却累計額には、減損損失

累計額を含めております。 

※２ 担保提供資産及び対応

債務 

   

（担保に供している資

産） 

   

建物 

土地 

差入敷金保証金 

計 
  

639,804千円

615,471千円

728,025千円

1,983,301千円
  

  
618,212千円

615,471千円

619,881千円

1,853,565千円
 

628,806千円

615,471千円

701,838千円

1,946,117千円
  

（上記に対応する債務）    

短期借入金 

１年内返済予定
長期借入金 

長期借入金 

計 
  

540,000千円

471,737千円

1,271,204千円

2,282,941千円
  

540,000千円

380,922千円

1,112,426千円

2,033,348千円
  

－ 

431,459千円

1,294,268千円

1,725,727千円
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（中間連結損益計算書関係） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※１ 販売費及び一般管理費

のうち主なもの 

   

  
広告宣伝費 

貸倒引当金繰入額 

賞与引当金繰入額 

役員賞与引当繰入額 

退職給付費用 

役員退職慰労引当繰

入額 
  

 
666,142千円

5,449千円

64,355千円

17,100千円

7,509千円

―
  

   
631,354千円

6,795千円

43,340千円

―

5,138千円

2,144千円

 
1,358,429千円

10,972千円

43,813千円

28,540千円

28,938千円

12,090千円
  

※２ 固定資産除却損の内訳    

  
建物及び構築物 

器具備品 

取壊撤去費用等 
  

 
28,918千円

8,301千円

64,112千円
  

   985千円

461千円

14,204千円

 
32,530千円

8,324千円

64,112千円
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※３ 減損損失  当中間連結会計期間において、

当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ました。 

 当中間連結会計期間において、

当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ました。 

 当連結会計年度において、当社

グループは、以下の資産グループ

について減損損失を計上しまし

た。 

 
 

用途 種類 場所 

事業用 
土地、
建物、
その他 

埼玉県 
川越市、
東京都 
多摩市等

  

 

用途 種類 場所 

事業用
建物、
その他

東京都 
町田市、
千葉県 
八千代市
等 

  

 

用途 種類 場所 

事業用 
土地、
建物、
その他 

埼玉県 
川越市、
東京都 
多摩市等

共用 
土地、 
建物 

千葉県君
津市 

 
  競合関係が激化していることか

ら、厳密に資産性を考慮し、減損

損失を認識いたしました。その結

果、当該資産グループの帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減

少額を減損損失（809,918千円）

として特別損失に計上しました。

その内訳は建物及び構築物

531,352千円、土地121,025千円、

有形固定資産（その他）89,148千

円、その他68,392千円でありま

す。 

 当社グループは、保有する資産

を事業用及び共用に区分し、事業

用資産については個々の拠点をグ

ルーピングの単位としておりま

す。 

 なお、当該資産の回収可能額

は、使用価値または正味売却価額

により測定しており、使用価値に

ついては将来キャッシュ・フロー

見積額を5.0％で割引いて算出し

ております。正味売却価額につい

ては、不動産鑑定評価額等合理的

に算定された価額により評価して

おります。 

 大学入試情勢の変化が激しく、

競合関係が激化していることか

ら、予備校部門を中心に、厳密に

資産性を考慮し、減損損失を認識

いたしました。その結果、当該資

産グループの帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減損

損失（145,704千円）として特別

損失に計上しました。その内訳は

建物及び構築物91,893千円、有形

固定資産（その他）26,186千円、

その他27,623千円であります。 

 当社グループは、保有する資産

を事業用及び共用に区分し、事業

用資産については個々の拠点をグ

ルーピングの単位としておりま

す。 

 なお、当該資産の回収可能額

は、使用価値または正味売却価額

により測定しており、使用価値に

ついては将来キャッシュ・フロー

見積額を5.0％で割引いて算出し

ております。正味売却価額につい

ては、不動産鑑定評価額等合理的

に算定された価額により評価して

おります。 

 競合関係が激化していることか

ら、厳密に資産性を考慮し、減損

損失を認識いたしました。また、

千葉県君津市の共用資産について

は売却により処分する方針が決定

されたことにより、減損損失を認

識いたしました。その結果、当該

資産グループの帳簿価額を回収可

能額まで減額し、当該減少額を減

損損失（876,599 千円）として特

別損失に計上しました。その内訳

は建物及び構築物543,336千円、

土地172,175千円、有形固定資産

（その他）90,327千円、その他

70,759千円であります。 

 当社グループは、保有する資産

を事業用及び共用に区分し、事業

用資産については個々の拠点をグ

ルーピングの単位としておりま

す。 

 なお、当該資産の回収可能額

は、使用価値または正味売却価額

により測定しており、使用価値に

ついては将来キャッシュ・フロー

見積額を5.0％で割引いて算出し

ております。正味売却価額につい

ては、不動産鑑定評価額等合理的

に算定された価額により評価して

おります。 

※４ その他特別損失 ────  当中間連結会計期間において、

特別損失を計上しております。そ

の内訳は、訴訟関連費用2,370千

円、コンピュータシステム撤去費

用400千円であります。 

 当連結会計年度において、特別

損失を計上しております。その内

訳は、和解金5,000千円、会員権

評価損1,200千円であります。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８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) 
当中間連結会計期間増加
株式数(株) 

当中間連結会計期間減少
株式数(株) 

当中間連結会計期間末株
式数(株) 

発行済株式数  

普通株式 9,550,888 ― ― 9,550,888

合計 9,550,888 ― ― 9,550,888

自己株式  

普通株式 248 ― ― 248

合計 248 ― ― 248

 

２.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５月30日 
定時株主総会 

普通株式 95,506 10 平成18年２月28日 平成18年５月30日

 

当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８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) 
当中間連結会計期間増加
株式数(株) 

当中間連結会計期間減少
株式数(株) 

当中間連結会計期間末株
式数(株) 

発行済株式数  

普通株式 9,550,888 ― ― 9,550,888

合計 9,550,888 ― ― 9,550,888

自己株式  

普通株式 248 ― ― 248

合計 248 ― ― 248

 

２.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19年４月13日 
取締役会 

普通株式 95,506 10 平成19年２月28日 平成19年５月15日
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前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28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) 

発行済株式数  

普通株式 9,550,888 ― ― 9,550,888

合計 9,550,888 ― ― 9,550,888

自己株式  

普通株式 248 ― ― 248

合計 248 ― ― 248

 

２.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５月30日 
定時株主総会 

普通株式 95,506 10 平成18年２月28日 平成18年５月30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４月13日 

取締役会 
普通株式 95,506 利益剰余金 10 平成19年２月28日 平成19年５月15日

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※１ 現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高と中間

連結（連結）貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係 

   

  
現金及び預金勘定 

有価証券勘定 

 計 

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

現金及び現金同等物 
  

  
3,629,027千円

161,859千円

3,790,886千円

△1,309,529千円

2,481,356千円
  

    
3,873,764千円

162,365千円

4,036,129千円

1,324,799千円

2,711,329千円

  
3,017,599千円

162,053千円

3,179,653千円

△1,324,577千円

1,855,075千円
  

 



－  － 
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（リース取引関係） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引 

   

（1）リース物件の取得価額

相当額 

機械装置及び運搬具 16,814千円

器具備品 686,159千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

392,138千円

合計 1,095,112千円
  

機械装置及び運搬具 16,814千円

器具備品 729,355千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

415,982千円

合計 1,162,152千円
  

機械装置及び運搬具 16,814千円

器具備品 598,856千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

361,433千円

合計 977,104千円
  

減価償却累計額相当額 機械装置及び運搬具 5,625千円

器具備品 372,026千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

157,858千円

合計 535,510千円
  

機械装置及び運搬具 8,538千円

器具備品 402,084千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

159,405千円

合計 570,028千円
  

機械装置及び運搬具 7,081千円

器具備品 329,261千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

142,417千円

合計 478,760千円
  

減損損失累計額相当額 器具備品 38,680千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

12,602千円

合計 51,282千円
  

器具備品 62,561千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

15,978千円

合計 78,540千円
  

器具備品 39,881千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

13,536千円

合計 53,417千円
 

中間期末（期末）残高

相当額 

機械装置及び運搬具 11,189千円

器具備品 275,452千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

221,678千円

合計 508,320千円
  

機械装置及び運搬具 8,276千円

器具備品 264,709千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

240,597千円

合計 513,583千円
  

機械装置及び運搬具 9,732千円

器具備品 229,714千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

205,478千円

合計 444,926千円
  

（2）未経過リース料中間 

期末（期末）残高相当額等 

１年以内 213,365千円

１年超 333,646千円

合計 547,012千円
  

１年以内 208,718千円

１年超 410,762千円

合計 619,480千円
  

１年以内 188,107千円

１年超 284,958千円

合計 473,065千円
  

リース資産減損勘定の

残高 

器具備品 38,680千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

12,602千円

合計 51,282千円
  

器具備品 50,328千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

10,954千円

合計 61,282千円
  

器具備品 33,309千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

9,960千円

合計 43,270千円
 

（3）当中間期（当期）の 

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 

減損損失 
  

119,601千円

― 千円

107,133千円

8,239千円

51,282千円
  

114,610千円

7,110千円

108,269千円

5,264千円

25,122千円
  

205,590千円

10,147千円

188,026千円

13,716千円

53,417千円
  

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 減価償却費相当額の算定方法 （4）減価償却費相当額及び

利息相当額の算定方法 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 同左 

 利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。 

同左 同左 

 



－  － 
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（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間）（平成18年８月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

① 株式 33,437 116,523 83,086 

② 債券 － － － 

社債 － － － 

計 33,437 116,523 83,086 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

① マネー・マネジメント・ファンド 151,800 

② フリー・ファイナンシャル・ファンド 10,059 

③ 非上場株式 13,000 

 

（当中間連結会計期間）（平成19年８月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

① 株式 33,437 88,870 55,433 

② 債券 － － － 

社債 － － － 

計 33,437 88,870 55,433 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

① マネー・マネジメント・ファンド 152,276 

② フリー・ファイナンシャル・ファンド 10,088 

③ 非上場株式 13,000 

 



－  － 
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（前連結会計年度）（平成19年２月28日現在） 

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 33,437 108,151 74,714 

② 債券 － － － 

社債 － － － 

計 33,437 108,151 74,714 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

① マネー・マネジメント・ファンド 151,983 

② フリー・ファイナンシャル・ファンド 10,070 

③ 非上場株式 13,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年３月

１日 至平成19年８月31日）及び前連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

（ストックオプション等関係） 

 該当事項はありません。 

 

(企業結合等) 

 該当事項はありません。 



－  － 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年３

月１日 至平成19年８月31日）及び前連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日） 

 当社グループは、教育の分野において、小中学生及び高校生を対象とした学習・受験指導等の教育サービ

スを提供すべく、単一業種の事業活動を営んでおりますので、該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年３

月１日 至平成19年８月31日）及び前連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日） 

 在外子会社及び在外支店はありませんので、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年３

月１日 至平成19年８月31日）及び前連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日） 

 当社グループには海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日）

１株当たり純資産額（円） 565.25 564.90 568.98 

１株当たり中間純利益又は1株当
たり中間（当期）純損失(△)
（円） 

△34.71 7.12 △30.46 

  潜在株式調整後１株当

たり中間純利益は、中間

純損失が計上されてお

り、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

 潜在株式調整後１株当

たり中間純利益は、潜在

株式が存在しないため記

載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当

たり当期純利益は１株当

たり当期純損失であり、

潜在株式がないため記載

しておりません。 

 （注） １株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

中間純利益又は中間（当期）純損失 

(△)（千円） 
△331,587 68,003 △290,958 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は中間
（当期）純損失(△)（千円） 

△331,587 68,003 △290,958 

期中平均株式数（株） 9,550,640 9,550,640 9,550,640 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 
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５.部門別・収入項目別売上高の明細 

       

前期中間期 当期中間期 前事業年度 

（自 平成 18 年３月１日 （自 平成 19 年３月１日 （自 平成18年３月１日

至 平成 18 年８月 31 日） 至 平成 19 年８月 31 日） 至 平成19年２月28日）

部 

門 

収 入 項 

目 

売 上 高 構成比 売 上 高 構成比 売 上 高 構成比

  千円 % 千円 % 千円 %

授業料 4,519,510 45.2% 4,606,202 46.3% 10,126,520 50.7%

講習料 2,820,458 28.2% 2,930,763 29.5% 3,838,457 19.2%

その他 251,619 2.5% 116,857 1.2% 924,137 4.6%

小
中
学
部
門 

小計 7,591,588 76.0% 7,653,823 76.9% 14,889,115 74.5%

授業料 731,797 7.3% 587,672 5.9% 1,756,706 8.8%

講習料 682,095 6.8% 548,937 5.5% 1,147,602 5.7%

その他 13,397 0.1% 31,431 0.3% 49,687 0.3%

高
校
部
門 

小計 1,427,289 14.3% 1,168,041 11.7% 2,953,995 14.8%

個別指導事業 55,758 0.6% 112,724 1.1% 150,093 0.7%

通信添削事業 14,017 0.1% 17,778 0.2% 30,395 0.2%

出版部門 55,545 0.6% 57,831 0.6% 59,793 0.3%

第
三
事
業
本
部 

小計 125,320 1.3% 188,335 1.9% 240,281 1.2%

個別指導部門 843,089 8.4% 924,043 9.3% 1,901,692 9.5%

その他 918 0.0% 15,065 0.2% 1,778 0.0%

総 合 計 9,988,206 100.0% 9,949,310 100.0% 19,986,863 100.0%

 



－  － 
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６【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成18年８月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  3,011,508 3,103,893 2,198,071 

２ 売掛金  31,266 32,643 16,546 

３ たな卸資産  153,859 143,736 138,009 

４ その他  1,226,907 1,037,710 971,337 

貸倒引当金  △13,494 △15,619 △9,431 

流動資産合計   4,410,048 39.6 4,302,364 38.6  3,314,534 32.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1）建物 ※２ 1,459,840 1,443,200 1,509,393 

(2）土地 ※２ 688,590 637,440 637,440 

(3）その他  375,487 370,068 425,218 

有形固定資産合計   2,523,917 22.6 2,450,710 22.0  2,572,052 25.0

２ 無形固定資産   74,369 0.7 74,177 0.6  73,480 0.7

３ 投資その他の資産    

(1）差入敷金保証金 ※２ 2,944,708 2,924,560 2,937,886 

(2）繰延税金資産  579,298 781,441 739,009 

(3）その他  603,830 620,904 657,744 

投資その他の資産
合計 

  4,127,837 37.1 4,326,906 38.8  4,334,640 42.1

固定資産合計   6,726,124 60.4 6,851,793 61.4  6,980,172 67.8

資産合計   11,136,173 100.0 11,154,158 100.0  10,294,707 100.0

    

 

 



－  － 
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前中間会計期間末 

（平成18年８月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 短期借入金 ※２ 540,000 540,000 － 

２ １年内返済予定長
期借入金 

※２ 478,877 395,202 445,739 

３ 未払金  996,019 944,326 1,007,997 

４ 未払法人税等  257,351 161,304 260,125 

５ 未払消費税等 ※３ 77,854 84,376 69,005 

６ 前受金  894,865 1,008,778 272,382 

７ 賞与引当金  402,764 422,328 397,609 

８ 役員賞与引当金  17,100 － 28,540 

９ その他  115,972 107,722 71,164 

流動負債合計   3,780,805 33.9 3,664,039 32.9  2,552,563 24.8

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 1,287,884 1,161,256 1,350,238 

２ 退職給付引当金  868,239 845,689 852,853 

３ 役員退職慰労引当
金 

 － 456,654 494,510 

４ その他  34,201 39,774 29,380 

固定負債合計   2,190,324 19.7 2,503,374 22.4  2,726,981 26.5

負債合計   5,971,130 53.6 6,167,413 55.3  5,279,544 51.3

 



－  － 
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前中間会計期間末 

（平成18年８月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,375,900 12.4 1,375,900 12.3  1,375,900 13.4

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  1,085,177 1,085,177 1,085,177 

資本剰余金合計   1,085,177 9.7 1,085,177 9.7  1,085,177 10.5

３ 利益剰余金    

(1）利益準備金  196,000 196,000 196,000 

(2）その他利益剰余
金 

   

建設積立金  1,970,000 1,970,000 1,970,000 

別途積立金  2,550,000 550,000 550,000 

繰越利益剰余金  △1,087,317 360,866 377,802 

利益剰余金合計   3,628,682 32.6 3,076,866 27.6  3,093,802 30.1

４ 自己株式   △141 △0.0 △141 △0.0  △141 △0.0

株主資本合計   6,089,618 54.7 5,537,802 49.6  5,554,737 54.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  49,486 0.4 33,016 0.3  44,499 0.4

２ 土地再評価差額金   △974,061 △8.7 △584,074 △5.2  △584,074 △5.7

評価・換算差額等合
計 

  △924,575 △8.3 △551,057 △4.9  △539,574 △5.3

純資産合計   5,165,043 46.4 4,986,744 44.7  5,015,163 48.7

負債純資産合計   11,136,173 100.0 11,154,158 100.0  10,294,707 100.0
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   9,144,198 100.0 9,010,199 100.0  18,083,392 100.0

Ⅱ 売上原価   7,290,357 79.7 7,437,659 82.5  14,470,457 80.0

売上総利益   1,853,841 20.3 1,572,540 17.5  3,612,934 20.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,250,965 13.7 1,215,167 13.5  2,583,561 14.3

営業利益   602,875 6.6 357,373 4.0  1,029,373 5.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  39,211 0.4 43,645 0.4  84,534 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  18,266 0.2 19,442 0.2  35,898 0.2

経常利益   623,820 6.8 381,576 4.2  1,078,009 6.0

Ⅵ 特別損失 ※３  897,291 9.8 164,156 1.8  1,455,521 8.0

税引前中間純利益又は
中間（当期）純損失
（△） 

  △273,471 △3.0 217,419 2.4  △377,511 △2.0

法人税、住民税及び事
業税 

 231,411  137,012 464,823  

法人税等調整額  △256,971 △25,560 △0.3 1,835 138,848 1.5 △449,531 15,291 0.1

中間純利益又は中間
（当期）純損失（△） 

  △247,910 △2.7 78,571 0.9  △392,803 △2.1
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③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８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 利益準備金

建設積立金 別途積立金
繰越利益剰余
金 

自己株式 株主資本合計

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

中間会計期間中の変動額    

土地再評価差額金取崩  △1,494,471  △1,494,471

剰余金の配当（注）  △95,506  △95,506

役員賞与（注）  △32,420  △32,420

中間純損失  △247,910  △247,910

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

   

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

― ― ― ― ― △1,870,307 ― △1,870,307

平成18年８月31日 残高（千円） 1,375,900 1,085,177 196,000 1,970,000 2,550,000 △1,087,317 △141 6,089,618

         
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額
金 

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年２月28日 残高（千円） 50,566 △2,468,532 △2,417,966 5,541,960

中間会計期間中の変動額  

土地再評価差額金取崩 ― △1,494,471

剰余金の配当（注） ― △95,506

役員賞与（注） ― △32,420

中間純損失 ― △247,910

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△1,080 1,494,471 1,493,391 1,493,391

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△1,080 1,494,471 1,493,391 △376,916

平成18年８月31日 残高（千円） 49,486 △974,061 △924,575 5,165,043

     
 （注） 平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間（自平成19年３月１日 至平成19年８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 利益準備金

建設積立金 別途積立金
繰越利益剰余
金 

自己株式 株主資本合計

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

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当  △95,506  △95,506

中間純利益  78,571  78,571

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

   

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － － － △16,935 － △16,935

平成19年８月31日 残高（千円） 1,375,900 1,085,177 196,000 1,970,000 550,000 360,866 △141 5,537,802

         
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額
金 

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

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

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当  △95,506

中間純利益  78,571

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△11,483 △11,483 △11,483

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△11,483 － △11,483 △28,418

平成19年８月31日 残高（千円） 33,016 △584,074 △551,057 4,986,744
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金

建設積立金 別途積立金
繰越利益剰余
金 

自己株
式 

株主資本合計

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

事業年度中の変動額    

土地再評価差額金取崩  △1,884,458 
 
 

△1,884,458

剰余金の配当（注）  △95,506  △95,506

役員賞与（注）  △32,420  △32,420

当期純損失  △392,803  △392,803

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

 △2,000,000 2,000,000  ―

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

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

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額
金 

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年２月28日 残高（千円） 50,566 △2,468,532 △2,417,966 5,541,960

事業年度中の変動額  

土地再評価差額金取崩  △1,884,458

剰余金の配当（注）  △95,506

役員賞与（注）  △32,420

当期純損失  △392,803

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△6,066 1,884,458 1,878,391 1,878,391

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

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

     
 （注） 平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（中間財務諸表作成の基本となる重要な事項） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

   

（1）たな卸資産 教材等 教材等 教材等 

  先入先出法に基づく原価法に

よっております。 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法によっておりま

す。 

同左 同左 

（2）有価証券 子会社株式 子会社株式 子会社株式 

  移動平均法による原価法を採用

しております。 

同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

によっております。 

同左  決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採

用しております。 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採

用しております。 

同左 同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

   

（1）有形固定資産  定率法によっております。但

し、平成10年４月１日以降取得の

建物（建物附属設備を除く）は定

額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 定率法によっております。但

し、平成10年４月１日以降取得の

建物（建物附属設備を除く）は定

額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 定率法によっております。但

し、平成10年４月１日以降取得の

建物（建物附属設備を除く）は定

額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 
  

建物 ８年～60年

構築物 10年～20年

車両運搬具 ６年

器具備品 ３年～20年
  

  
建物 ８年～60年

構築物 10年～20年

車両運搬具 ６年

器具備品 ３年～20年
  

  
建物 ８年～60年

構築物 10年～20年

車両運搬具 ６年

器具備品 ３年～20年
  

  （会計処理の変更） 

 法人税法の変更に伴い、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法によっており

ます。 

 これに伴う損益への影響は軽微で

あります。 

 

（2）無形固定資産  定額法によっております。なお

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によって

おります。 

同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

３ 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、個別に回収の

可能性を勘案し回収不能見込額を

計上しております。 

同左 同左 

（2）賞与引当金  従業員の賞与支給に備えるため

支給見込額のうち当中間会計期間

の負担額を計上しております。 

同左  従業員の賞与支給に備えるため

支給見込額に基づく、当期負担額

を計上しております。 

（3）役員賞与引当金  役員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当中間会計期間

の負担額を計上しております。 

─────  役員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当期負担額を計

上しております。 

（4）退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため

当期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、当中

間会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上しており

ます。 

 数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定

額法により、翌事業年度から処理

しております。 

同左  従業員の退職給付に備えるため

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定

額法により、翌事業年度から処理

しております。 

（5）役員退職慰労引当金 ─────  役員の退職慰労金支給に備えるた

め、内規に基づく当事業年度末にお

ける要支給見込額に基づき、当中間

会計期間において発生していると認

められる額を計上しております。

 役員の退職慰労金支給に備える

ため、内規に基づく当事業年度末

における要支給額を計上しており

ます。 

 （追加情報） 

当事業年度末より、当社におい

て、役員退職慰労引当金に関する

内規が整備されたことに伴い、当

事業年度末から役員退職慰労引当

金を計上しております。なお、当

事業年度の負担額12,090千円につ

いては、販売費及び一般管理費

に、過年度分482,420千円につい

ては、特別損失に計上しておりま

す。 

４ 収益の計上基準  納入金要領に基づき、授業料及

び講習料は生徒の在籍期間に応じ

て計上し、また入会金及び教材費

等は生徒を受け入れた事業年度の

収益として計上しております。 

同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンスリース取引について

は、通常の賃貸借取引にかかる方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

（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） 

 当中間会計期間から「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」（会計基準審査

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。 

 これにより税引前中間純損失は795,931千

円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき資産の金額か

ら直接控除しております。 

───── 当事業年度から「固定資産の減損に係る

会計基準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15年10月

31日）を適用しております。 

これにより税引前当期純損失は862,611千

円増加しております。 

なお、減損損失累計額については、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） 

 

───── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

 当中間会計期間から「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。また、従来の資本の部の合計に相当する

金額は5,165,043千円です。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

        当事業年度から「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,015,163千円です。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、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、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。 

 （有形固定資産の減価償却方法の変更）  

─────  法人所得税の改正（(所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30日 法律第６

号)及び（法人税法施行令の一部を改正する

政令 平成19年３月30日 政令第83号））に

伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産の減価償却については、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。 

 これに伴う損益への影響は軽微でありま

す。 

───── 
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前中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

（役員賞与に関する会計基準） ───── （役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より企業会計基準4号「役

員賞与に関する会計基準」(平成17年11月29

日企業会計基準委員会)に基づき、役員に対

する賞与の支給に充てるため、当該支給見込

額に基づき当中間会計期間負担額を役員賞与

引当金として計上しております。 

 これにより当中間会計期間において販売費

及び一般管理費の役員賞与引当金繰入額が

17,100千円増加し、営業利益、経常利益は従

来の方法によった場合と比べ、同額減少し、

税引前中間純損失は同額増加しております。 

  当事業年度より企業会計基準4号「役員賞

与に関する会計基準」(平成17年11月29日企

業会計基準委員会)に基づき、役員に対する

賞与の支給に当てるため、当該支給見込額に

基づき当事業年度負担額を役員賞与引当金と

して計上しております。 

 これにより当事業年度において販売費及び一

般管理費の役員賞与引当金繰入額が28,540千円

増加し、営業利益、経常利益は従来の方法に

よった場合と比べ、同額減少し、税引前当期純

損失は同額増加しております。 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

（中間貸借対照表） ───── 

 「繰延税金資産(固定資産)」は前中間会計期間末は、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期

間末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しており

ます。 

 なお、前中間会計期間末の金額は342,768千円であります。 

 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成18年８月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 
前事業年度 

（平成19年２月28日） 

  
4,685,796千円

  

  
5,065,330千円

  

  
4,839,088千円

  

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 
 減価償却累計額には、減損損失

累計額を含めております。 

 減価償却累計額には、減損損失

累計額を含めております。 

 減価償却累計額には、減損損失

累計額を含めております。 

※２ 担保提供資産及び対応

債務 

   

（担保に供している資

産） 

   

建物 

土地 

差入敷金保証金 

計 
  

639,804千円

615,471千円

728,025千円

1,983,301千円
  

618,212千円

615,471千円

619,881千円

1,853,565千円
  

628,806千円

615,471千円

701,838千円

1,946,117千円
  

（上記に対応する債務）    

短期借入金 

１年内返済予定
長期借入金 

長期借入金 

計 
  

540,000千円

471,737千円

1,271,204千円

2,282,941千円
  

540,000千円

380,922千円

1,112,426千円

2,033,348千円
 

－ 

431,459千円

1,294,268千円

1,725,727千円
  

※３ 消費税等の取扱い  仮受消費税等及び仮払消費税等

は相殺の上、流動負債に「未払消

費税等」として表示しておりま

す。 

同左 ───── 
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（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※１ 営業外収益のうち重要

なもの 

   

  
受取利息 

受取配当金 
  

 
1,458千円

4,842千円
  

 
5,090千円

9,042千円
  

 
6,035千円

5,528千円
  

※２ 営業外費用のうち重要

なもの 

   

  
支払利息 

  

  
17,992千円

  

  
19,259千円

  

 
35,010千円

  
※３ 特別損失のうち重要な

もの 

   

  
固定資産除却損 

（内訳） 

建物 

構築物 

器具備品 

取壊撤去費用 

計 
  

  

25,084千円

3,851千円

8,313千円

64,112千円

101,360千円
  

  

985千円

―  

461千円

14,204千円

15,651千円
  

  

28,425千円

3,415千円

8,336千円

64,112千円

104,289千円
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

減損損失  当中間会計期間において、当社

は、以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。 

 当中間会計期間において、当社

は、以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。 

 当事業年度において、当社は、以

下の資産グループについて減損損失

を計上しました。 

 
  

用途 種類 場所 

事業用 
土地、
建物、
その他 

埼玉県 
川越市、
東京都 
多摩市等

  

  

用途 種類 場所 

事業用
建物、
その他

東京都 
町田市、
千葉県 
八千代市
等 

  

用途 種類 場所 

事業用 
土地、
建物、
その他 

埼玉県 
川越市、
東京都 
多摩市等

共用 
土地、 
建物 

千葉県 
君津市 

 

  競合関係が激化していることか

ら、厳密に資産性を考慮し、減損

損失を認識いたしました。その結

果、当該資産グループの帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減

少額を減損損失（795,931千円）

として特別損失に計上しました。

その内訳は建物及び構築物

519,685千円、土地121,025千円、

有形固定資産（その他）87,178千

円、その他68,041千円でありま

す。 

 当社は、保有する資産を事業用

及び共用に区分し、事業用資産に

ついては個々の拠点をグルーピン

グの単位としております。 

 なお、当該資産の回収可能額

は、使用価値または正味売却価額

により測定しており、使用価値に

ついては将来キャッシュ・フロー

見積額を5.0％で割引いて算出し

ております。正味売却価額につい

ては、不動産鑑定評価額等合理的

に算定された価額により評価して

おります。 

 大学入試情勢の変化が激しく、

競合関係が激化していることか

ら、予備校部門を中心に、厳密に

資産性を考慮し、減損損失を認識

いたしました。その結果、当該資

産グループの帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減損

損失（145,735千円）として特別

損失に計上しました。その内訳は

建物及び構築物91,924千円、有形

固定資産（その他）26,186千円、

その他27,623千円であります。 

 当社は、保有する資産を事業用

及び共用に区分し、事業用資産に

ついては個々の拠点をグルーピン

グの単位としております。 

 なお、当該資産の回収可能額

は、使用価値または正味売却価額

により測定しており、使用価値に

ついては将来キャッシュ・フロー

見積額を5.0％で割引いて算出し

ております。正味売却価額につい

ては、不動産鑑定評価額等合理的

に算定された価額により評価して

おります。 

 競合関係が激化していることか

ら、厳密に資産性を考慮し、減損

損失を認識いたしました。また、

千葉県君津市の共用資産について

は売却により処分する方針が決定

されたことにより、減損損失を認

識いたしました。その結果、当該

資産グループの帳簿価額を回収可

能額まで減額し、当該減少額を減

損損失（862,611千円）として特

別損失に計上しました。その内訳

は建物及び構築物531,669千円、

土地172,175千円、有形固定資産

（その他）88,357千円、その他

70,408千円であります。 

 当社は、保有する資産を事業用

及び共用に区分し、事業用資産に

ついては個々の拠点をグルーピン

グの単位としております。 

 なお、当該資産の回収可能額は、

使用価値または正味売却価額により

測定しており、使用価値については

将来キャッシュ・フロー見積額を

5.0％で割引いて算出しておりま

す。正味売却価額については、不動

産鑑定評価額等合理的に算定された

価額により評価しております。 

その他特別損失 ─────  当中間会計期間において、特別

損失を計上しております。その内

訳は、訴訟関連費用2,370千円、

コンピュータシステム撤去費用

400千円であります。 

 当事業年度において、特別損失

を計上しております。その内訳

は、和解金5,000千円、会員権評

価損1,200千円であります。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

４ 減価償却の実施額    

有形固定資産 

無形固定資産 
  

168,503千円

679千円
  

146,130千円

815千円
  

316,822千円

1,336千円
  

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８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) 
当中間会計期間増加株式
数(株) 

当中間会計期間減少株式
数(株) 

当中間会計期間末株式数
(株) 

普通株式 248 ― ― 248

合計 248 ― ― 248

 

当中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８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) 
当中間会計期間増加株式
数(株) 

当中間会計期間減少株式
数(株) 

当中間会計期間末株式数
(株) 

普通株式 248 ― ― 248

合計 248 ― ― 248

 

前事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28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 248 ― ― 248

合計 248 ― ― 248
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（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引 

   

（1）リース物件の取得価額

相当額 

器具備品 616,213千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

314,672千円

合計 930,886千円
  

器具備品 667,360千円

無形固定資産 
（ソフトウェア）

376,263千円

合計 1,043,624千円
  

器具備品 525,132千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

314,929千円

合計 840,061千円
  

減価償却累計額相当額 器具備品 326,719千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

116,736千円

合計 443,455千円
  

器具備品 359,082千円

無形固定資産 
（ソフトウェア）

145,918千円

合計 505,000千円
  

器具備品 281,418千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

126,681千円

合計 408,100千円
  

減損損失累計額相当額 器具備品 38,329千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

12,602千円

合計 50,931千円
  

器具備品 62,211千円

無形固定資産 
（ソフトウェア）

15,978千円

合計 78,189千円
  

器具備品 39,530千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

13,536千円

合計 53,067千円
 

中間期末（期末）残高

相当額 

器具備品 251,164千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

185,334千円

合計 436,499千円
  

器具備品 246,066千円

無形固定資産 
（ソフトウェア）

214,367千円

合計 460,433千円
  

器具備品 204,183千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

174,710千円

合計 378,894千円
  

（2）未経過リース料中間期

末（期末）残高相当額 

１年以内 184,937千円

１年超 284,905千円

合計 469,842千円
  

１年以内 187,479千円

１年超 376,203千円

合計 563,682千円
  

１年以内 161,931千円

１年超 241,657千円

合計 403,588千円
  

リース資産減損勘定の 

残高 

器具備品 38,329千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

12,602千円

合計 50,931千円
  

器具備品 50,240千円

無形固定資産 
（ソフトウェア）

10,954千円

合計 61,194千円
  

器具備品 32,958千円

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

9,960千円

合計 42,919千円
 

（3）当中間期（当期）の支

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 
 

102,554千円

ー 千円

91,726千円

7,264千円
  

102,043千円

6,847千円

96,517千円

4,738千円
  

178,022千円

10,147千円

162,617千円

12,108千円
  

減損損失 50,931千円 25,122千円  53,067千円

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 減価償却費相当額の算定方法 （4）減価償却費相当額及び

利息相当額の算定方法 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 同左 

 利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし各期への配分方法

については、利息法によって

おります。 

同左 同左 

 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成18年８月31日）、当中間会計期間末（平成19年８月31日）及び前事業年度末（平成

19年２月28日）のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。 
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（１株当たり情報） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日）

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日）

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日）

１株当たり純資産額（円） 540.80 522.13 525.11 

１株当たり中間純利益又は
1株当たり中間（当期）純
損失(△)（円） 

△25.95 8.22 △41.12 

  潜在株式調整後１株当た

り中間純利益は、中間純損

失が計上されており、潜在

株式が存在しないため記載

しておりません。 

 潜在株式調整後１株当た

り中間純利益は、潜在株式

が存在しないため記載して

おりません。 

 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益は１株当たり

純損失が計上されており、

潜在株式がないため記載し

ておりません。 

 （注） １株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

中間純利益又は中間（当期）純損失 

(△)（千円） 
△247,910 78,571 △392,803 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は中間
（当期）純損失(△)（千円） 

△247,910 78,571 △392,803 

期中平均株式数（株） 9,550,640 9,550,640 9,550,640 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 
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7.部門別・収入項目別売上高の明細 

       

前期中間期 当期中間期 前事業年度 

（自 平成 18 年３月１日 （自 平成 19 年３月１日 （自 平成18年３月１日

至 平成 18 年８月 31 日） 至 平成 19 年８月 31 日） 至 平成 19年２月28日）

部 

門 

収 入 項 

目 

売 上 高 構成比 売 上 高 構成比 売 上 高 構成比

  千円 % 千円 % 千円 %

授業料 4,519,510 49.4% 4,606,202 51.1% 10,126,520 56.0%

講習料 2,820,458 30.8% 2,930,763 32.5% 3,838,457 21.3%

その他 251,619 2.8% 116,857 1.3% 924,137 5.1%

小
中
学
部
門 

小計 7,591,588 83.0% 7,653,823 84.9% 14,889,115 82.4%

授業料 731,797 8.0% 587,672 6.5% 1,756,706 9.7%

講習料 682,095 7.5% 548,937 6.1% 1,147,602 6.3%

その他 13,397 0.1% 31,431 0.4% 49,687 0.3%

高
校
部
門 

小計 1,427,289 15.6% 1,168,041 13.0% 2,953,995 16.3%

個別指導事業 55,758 0.6% 112,724 1.3% 150,093 0.8%

通信添削事業 14,017 0.2% 17,778 0.2% 30,395 0.2%

出版部門 55,545 0.6% 57,831 0.6% 59,793 0.3%

第
三
事
業
本
部 

小計 125,320 1.4% 188,335 2.1% 240,281 1.3%

総 合 計 9,144,198 100.0% 9,010,199 100.0% 18,083,392 100.0%

 




