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(財)財務会計基準機構会員  

平成20年２月期 決算短信 

平成20年４月11日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

１．平成20年２月期の連結業績（平成19年３月１日～平成20年２月29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 ％
20年２月期 20,127 0.7 897 △26.4 915 △25.8 398 －
19年２月期 19,986 0.9 1,219 31.1 1,233 32.5 △290 －

 

 
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 ％ ％ ％
20年２月期 41 75 － 7.2 8.0 4.5
19年２月期 △30 46 － △5.1 11.2 6.1

（参考） 持分法投資損益  20年２月期 －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
20年２月期 11,786 5,713 48.5 598 22
19年２月期 11,037 5,434 49.2 568 98

（参考） 自己資本  20年２月期 5,713百万円 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
20年２月期 1,699 △400 △394 2,759
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 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年２月期 － 10 00 10 00 95 － 1.7
20年２月期 － 10 00 10 00 95 24.0 1.7
21年２月期 
（予想） 

－ 10 00 10 00 － 17.0 －

 
 
３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28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 10,007 0.6 220 △43.7 230 △41.2 100 47.1 10 47
通     期 20,830 3.5 1,100 22.6 1,130 23.5 560 40.7 58 63

 
 

上 場 会 社 名 株式会社市進 上場取引所  ジャスダック証券取引所 
コ ー ド 番 号 4645 ＵＲＬ http://ir.ichishin.co.jp 
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 田代 英壽   
問合せ先責任者 役職名 業務第二本部本部長 氏名 竹内 厚 ＴＥＬ 047-335-2888 
定時株主総会開催予定日 平成20年５月27日 配当支払開始予定日 平成20年５月13日 
有価証券報告書提出予定日 平成20年５月31日  
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 無  
  
(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、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 
  
(3) 発行済株式数（普通株式） 
 ①期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年２月期 9,550,888株 19年２月期 9,550,888株 
 ②期末自己株式数 20年２月期 248株 19年２月期 248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、32 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20年２月期の個別業績（平成19年３月１日～平成20年２月29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 ％
20年２月期 18,069 △0.0 627 △39.0 685 △36.4 200 －
19年２月期 18,083 0.4 1,029 28.5 1,078 28.7 △392 －

 

 
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
20年２月期 20 98 －
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
20年２月期 10,799 5,096 47.2 533 58
19年２月期 10,294 5,015 48.7 525 11

（参考） 自己資本  20年２月期 5,096百万円 19年２月期 5,015百万円 
 
２．平成21年２期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28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 9,030 0.2 190 △46.8 180 △52.8 85 9.0 8 90
通     期 18,650 3.2 750 19.6 780 13.9 370 85.0 38 74

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の 

前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予 

想のご利用にあたっての注意事項等については、「１．経営成績 (１)経営成績の分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度における日本経済は、企業収益の改善を背景に、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たものの、サブプライムローン問題による米国経済の減速、原油価格の高騰によ

る生活必需品等の物価上昇や定率減税の廃止等のマイナス要因により、個人消費の本格的な拡大には至りません

でした。 

一方、当業界では、大手を中心に営業拠点を拡大する傾向にあり、熾烈な顧客獲得競争やサービス競争が繰り

広げられております。 

このような予断を許さない経営環境のもと、市進グループは教育サービスを本業とする経営方針を堅持し、市

進ブランドのさらなる浸透を目指して、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を行う

とともに、既存拠点の効率化・合理化を実施いたしました。 

さらに、市進予備校の映像配信授業「市進ウイングネット」の提携校への販売を開始し、株式会社個学舎によ

る個別指導塾「個太郎塾」の外部一般へのフランチャイズ展開にも着手しました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は20,127百万円（前連結会計年度比0.7％増）となりました。 

一方、将来の商圏拡大を目指して、既存ドミナント外に新規営業拠点を開設したことにより、広告宣伝費が増

加したほか、市進予備校の映像配信授業「市進ウイングネット」の提携校への販売準備、来期以降の「市進ウイ

ングネット」配信に備えての市進学院・個太郎塾教室内へのＩＴ環境整備など、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897百万円（前連結会計年度比26.4％減）、経常利益は915百万円（前

連結会計年度比25.8％減）となりました。 

また、前連結会計年度中に売却の方針を決定していた千葉県君津市の自社所有土地を売却しました結果、26百

万円の特別利益を計上いたしました。一方、「固定資産の減損にかかる会計基準」により、186百万円の減損損失

を計上いたしました。この結果、当期純利益は398百万円（前連結会計年度純損失290百万円）となりました。 

 

部門別業績の概況は次のとおりであります。 

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月より開始しまし

た。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ました。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。 

その他、ＤＶＤやパソコンを使って生徒が自分で勉強できる機器を導入するなど、学習補完体制の充実等によ

りきめ細やかな生徒指導を実現し、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す

る講座の設定と更新、カリキュラムの編成と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在籍状況は減少傾向にあります。しかし、小学生や中学３年

生の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伸張しております。 

この結果、売上高は15,299百万円（前連結会計年度比2.8％増）となりました。 

 

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。また、春日部校は市進学院および個太郎塾の移転・開設を受入れることにより、設備の効率的活

用を図るとともに、市進ブランドの相乗効果により予備校通塾率の向上を目指しております。 

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」は、

平成18年度より全校舎に導入し、好評を博しておりますが、平成19年６月より提携校への販売を開始いたしま

した。平成20年２月末日時点の契約件数は32社 57 校と順調に推移しております。しかしながら、実際に市進

ウイングネットの視聴開始を平成 20 年春以降に設定する提携校も多く、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。 

 また、大学受験市場においては、推薦入学やＡＯ入試などが増加する中、生徒の在籍期間が短期化する傾向に
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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2,416百万円（前連結会計年度比18.2％減）となりました。 

 

③第三事業本部（個別指導事業・フリーウイング事業・通信添削事業・出版事業） 

 株式会社市進が株式会社個学舎のフランチャイジーとなって展開する個別指導事業、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教室になっております。 

 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」専用教室は、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教室を開設し、営業を開始しております。 

 平成18年度より営業を開始しました小学１～３年生までを対象とした通信添削「ひゃくてん丸」（ウイングキ

ッズシリーズ）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。 

 さらに中学・高校・大学受験ガイドを作成する出版部門では、最近注目を浴びている公立中高一貫校のガイド

ブックを、平成19年６月に新規発行しております。この結果、売上高は353百万円（前連結会計年度比47.2％

増）となりました。 

 

④個別指導部門（株式会社個学舎 個太郎塾部門・市進チューターバンク） 

個別指導塾であります個太郎塾は、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を開設し、株式会社市進のフランチャイズ教室も含め拠

点数は合計 90 教室となっております。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。 

 さらに株式会社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、平成20年２月末日時点で10教室（東京都に西葛西教室、碑文谷教室、千葉県に成田ニュー

タウン教室、南柏教室、埼玉県に南浦和教室、神奈川県に相模大野教室、本郷台教室、茨城県に大みか教室、水

戸駅前教室、勝田駅前教室）のＦＣ教室が営業を開始しております。 

この結果、売上高は2,041百万円（前連結会計年度比7.4％増）となりました。 

 

（次期の見通し） 

今後の日本経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速、原油価格の高騰による生活必需品等の物

価上昇や定率減税の廃止等のマイナス要因が個人消費に影響を与え、景気の先行きは不透明な状況で推移するも

のと思われます。 

このような消費環境においては、教育サービスの成果に対する消費者の関心はいっそう高まり、学習補完機関

としての社会的役割の増大とともに、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るといわざる

をえません。 

当社といたしましては、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、より効果的な学習指導方法・進路指導方法を追求するとともに、通塾しやすい環境の整備、

グループ全拠点が全商品の販売窓口となるマルチチャンネル化などの施策を導入してまいります。 

また、少子化により学齢人口が減少傾向にある中、教育サービス業界全体を巻き込んだ再編の動きが活発化し

ております。今後は従来に増して業界内での厳しい競争や淘汰が本格化し、より優位な教育サービスの提供が企

業発展への不可欠な要素になるといえます。 

当社は創業以来、常に自力で発展の道を切り開いてきましたが、平成20年２月26日に株式会社増進会出版社

およびＺ会グループと業務資本提携契約を締結いたしました。首都圏で集団指導・個別指導を展開し小学生から

高校生まで中堅層を含めた幅広い教育ニーズに応える当社グループと、全国的に知名度の高い通信教育業界の雄

として東京大学や京都大学などの難関大学の合格実績を誇るＺ会グループは、事業展開上でコンテンツおよび指

導ノウハウを十分に相互活用できる関係にあり、今後の第三者の参加も展望しながら、教育サービス業界のさら

なる発展と成長を図ってまいります。 

当社では、在籍生の継続と新規入会生の集客を図るため、また、経営効率の向上、既存ドミナントの確立・強

化を目的として、以下のような市場開拓などを行ってまいります。 

具体的な営業施策は次のとおりであります。 
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①市進学院部門（従来の小中学部門） 

新年度から授業を開始する教室として、東京都に金町教室、馬込教室、千葉県に海浜幕張教室、印西牧の原教

室を開設しております。これにより、拠点数は 113 教室となります。また、北野教室（東京都）、せんげん台教

室（埼玉県）は地域密着型の高校受験専用教室としてリニューアルし、効率的な運営を図ります。さらに千葉教

室（千葉県）は市進予備校を運営するビルに移転し、市進ブランドの相乗効果を得られるような設備の効率的活

用を図ります。 

昨年度より行ってきたＩＴ環境整備により、新年度から市進学院 94 教室で市進予備校の「市進ウイングネッ

ト」の視聴が可能になり、市進学院高等部として平成 20 年３月より営業を開始いたします。市進学院では毎年

8,000 名を超える中３卒業生がおりますが、卒業生にとっては、自宅に近く通い慣れた教室で「市進ウイングネ

ット」の受講が可能になり、通塾の利便性の向上が図られます。これにより、市進グループ全体で高校生在籍の

大幅な伸張が見込まれます。 

また、市進学院と同じビルに営業する個太郎塾を市進学院のスタッフが運営することにより、集団指導と個別

指導のさらなる連携を図り、相互に併用しやすい環境を整備し、学習効果のよりいっそうの伸張を図ってまいり

ます。 

なお、新年度から新たに市進学院内に 12 教室のＦＣ個太郎塾（東京都：立川・成増・町田・馬込、千葉県：

馬込沢・西千葉・北習志野・佐倉・海浜幕張、埼玉県：せんげん台、神奈川県：東戸塚、茨城県：牛久）を開設

いたします。 

新年度も多様化するニーズに対応し、学習効果をいっそう向上させるべく、教育サービスを拡充してまいりま

す。 

 

②市進予備校部門（従来の高校部門） 

平成 20 年３月から授業を開始する校舎として、東京都に赤羽校、千葉県に松戸校を開設しております。これ

により、拠点数は17校舎となります。 

 平成 19 年度に引き続き、受講時間自由選択の映像配信授業「市進ウイングネット」の拡大・拡充を図りま

す。平成20年２月末日現在で32社 57 校に達した提携校での利用が本格化しますが、さらにこの拡大を図って

まいります。また、平成20年３月から市進学院・個太郎塾での「市進ウイングネット」の視聴も開始されます。 

受講生のニーズにあった映像授業の配信はもちろんのこと、演習問題の質問システムや学習・進路相談に対応

する双方向システムなど、充実した付帯サービスの提供により、受講生の満足度を高めることで、集客の拡大を

図ってまいります。 

また、市進学院同様にマルチチャンネル化の一環として、集団指導と個別指導との相乗効果、施設の効率的活

用を図るため、市進予備校八千代台校内、八王子校内にＦＣ個太郎塾を設置し、予備校スタッフによる運営を行

います。さらに、千葉校は市進学院千葉教室の移転を受け入れ、施設の効率化と学院卒業生の継続率の向上を図

ります。 

新年度も現役高校生の集客増加に取り組んでまいります。 

 

③第三事業本部（フリーウイング事業・通信添削事業・出版事業など） 

株式会社市進が株式会社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、市進学

院・市進予備校と共同店舗の教室は市進学院・市進予備校部門に、市進学院・市進予備校との共同店舗でない単

独教室については株式会社個学舎の直営教室に移管することにより、第三事業本部の個別指導事業は発展的解消

となります。 

昨年度より講師の確保しにくい地域での展開を踏まえ、実験的営業を開始した自分で勉強するための塾「フリ

ーウイング」は２年目を迎え、千葉県の千葉寺教室、国分寺台教室のフリーウイング専用教室にて、地域の信頼

を高めるべく、努力してまいります。 

また、小学１～４年生対象の通信添削「ひゃくてん丸」は３年目を迎え、市進学院への継続率上昇が期待され

ます。 

中学・高校・大学の受験ガイドを発行する出版部門は、従来の枠にとらわれず、生徒および保護者のニーズに

合わたインターネットへの対応等も促進してまいります。 

 

④個別指導部門（株式会社個学舎 個太郎塾部門・市進チューターバンク） 

株式会社市進が株式会社個学舎のフランチャイジーとなって運営してまいりましたＦＣ個太郎塾も満３年経

過し、前述の通り、市進学院・市進予備校と共同店舗の教室は市進学院・市進予備校部門に、市進学院・市進予
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備校との共同店舗でない単独教室については株式会社個学舎の直営教室にと、運営主体を移管いたします。 

一方、平成20年３月下旬の春期講習より、埼玉県に草加教室、茨城県に守谷教室の個太郎塾２教室を開設し、

個太郎塾の拠点数は、株式会社個学舎直営と株式会社市進のフランチャイズ教室 33 教室も含め合計 104 教室と

なります。 

さらに、平成20年２月末日で10教室が営業しております外部一般ＦＣ個太郎塾も、平成20年度中には新た

に30教室の開設を目指しております。 

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。 

 

⑤業務資本提携（株式会社増進会出版社およびＺ会グループ） 

業務提携につきましては、両社で組織する「業務提携推進委員会」において、以下の内容を中心に具体的な施

策を検討してまいります。 

・中堅層を中心に幅広く対応する当社グループのコンテンツおよび指導ノウハウと、トップクラス層で定評のあ

るＺ会グループのコンテンツおよび指導ノウハウを相互に利用し、両社の合格実績の向上および顧客層の拡大

を目指します。 

・両社の教室を、立地と周辺ニーズに基づいて分析したうえで相互に有効利用できるよう調整し、コンテンツ、

講師、生徒の交流を通じて顧客一人ひとりに幅広いサービスを共同で提供していきます。 

・インターネットを活用した教育サービスの提供や、社会人など新規顧客の獲得を目指した新規サービスなど、

新規事業の共同開発を行ってまいります。 

 

次期の見通しとしましては、平成 20 年度より小学部の新学期開始を従来の３月から２月に早めたため、売上

高（教材費等諸経費）の一部が前年度に計上されたことなどを要因として、中間期の連結売上高は 10,007 百万

円（前年同期比 0.6％増）と微増にとどまる予定です。一方、教育サービスのマルチチャンネル化を図る設備投

資や人材投資のための営業費用は増大し、中間期の営業利益は220百万円（前年同期比43.7％減）、連結経常利

益は230百万円（前年同期比41.2％減）と予想されます。ただ、学院調布教室の移転に伴う営業補償金が特別利

益に計上されることなどもあり、中間期の連結当期純利益は100百万円（前年同期比47.1％増）となる予定です。 

下半期には、マルチチャンネル化による相乗効果、ウイングネット外部販売の本格化、Ｚ会グループとの業務

資本提携の具体化などによる効果により、通期の連結売上高は20,830百万円（前年同期比3.5％増）となり、連

結営業利益は1,100 百万円（前年同期比22.6％増）、連結経常利益は1,130 百万円（前年同期比23.5％増）、連

結当期純利益は560百万円（前年同期比40.7％増）と予想されます。 

  

なお、上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は、今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

 

 

(2) 財政状態に関する分析 

 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より904百万円増加し、2,759 百万円（前

連結会計年度比48.7％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、小中学部門の生徒一人当たりの単価が上昇し売上高がやや増加

したこと、授業料等の前受金が増加し、また教室移転に伴う補償金による前受収益があったことなどにより、前

連結会計年度より673百万円増加し、1,673百万円の収入となりました。 

 

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、374 百万円

の支出となりました。 

 

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449百万円を使用しましたが、新設教室

の設備資金として150百万円を調達したことなどにより、394百万円の支出となりました。 
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（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期 

自己資本比率（％） 50.3 53.1 49.2 48.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 35.3 46.2 43.4 28.4 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  6.5  2.3  1.8  0.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  7.3 21.1 28.5 44.7 

(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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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資金、新規事業等に活用し、事業拡大に努めてまい

ります。 

なお、当期の配当金につきましては、１株につき 10 円を予定しております。また次期配当につきましては前

述の基本方針に則り、決定する予定です。 

 

（4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには次のようなものがあります。な

お、文中における将来に関する事項は、当連結会計期間末（平成20年２月29日）現在において判断したもので

あります。 

 

①少子化と当社グループの対策 

少子高齢化の問題は、日本の全産業にその影響と課題を与えるものでありますが、中でも学習塾および予備校

業界は、十数年前から顧客対象である学齢人口の減少という直接的な形で、この問題と対峙しています。 

当社グループは、小学生から高校生までの幅広い世代に対し、集団指導だけでなく個別指導、映像配信授業、

通信添削等を含めた豊富な商品群によって、年々多様化する教育ニーズにきめ細かく対応することにより、顧客

数の維持・増加を図っています。 

また、首都圏の小学生世代では学齢人口の減少率も緩やかとなり、都心回帰の傾向などとも相俟って、児童数

はむしろ増加傾向にあるといえます。しかし、今後さらに少子高齢化の傾向が強まり、税や社会保障負担の家計

に占める割合が大きくなるような場合には、当社グループの業績に影響を与える要因となります。 

 

②人材の確保について 

当社は、質の高い教育サービスを提供するため、人材の採用・育成を重要な課題ととらえております。営業を

マネジメントする正社員・事務社員（平成 20 年２月末時点で 646 名）や教務に専念する嘱託・非常勤社員（同

1,456 名）ばかりでなく、受付など窓口業務や各種試験の実施などを補助する嘱託・アルバイト職種（同 1,525

名）についても、人材募集から採用・研修・現場での育成まで、多くの人的・物的経営資源を投入しております。 

しかし、一般的な経済情勢や雇用情勢、新しく教室を開設した地域の雇用情勢などに採用業務の進展が左右さ

れることも多く、新設教室開設の計画が遅れる可能性もあります。 

 

③大規模自然災害によるリスクについて 

当社がドミナント展開している首都圏において、大規模な地震が発生した場合は、当社グループの財政状態お

よび経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 

当社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。 

 

 

小
中
学
部
門(

市
進
学
院) 

高
校
部
門(

市
進
予
備
校) 

第三事業本部 

教
育
事
業
研
究 

通
信
添
削
事
業 

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 友進 

フランチャ

イズ契約 

当  社 株式会社 個学舎 

教室等の施設管理、人材派遣 教材等の印刷配送 
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３.経営方針 

 

（1）会社経営の基本方針 

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）目標とする経営指標 

当社グループでは、収益性や投資効率などの観点から、売上高経常利益率を重要な経営指標ととらえ、事業戦

略の骨子を組み立てるとともに諸施策を実施しております。 

 

（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、今後のさらなる市進グループの発展を

めざし、映像配信授業の提携校への販売や個太郎塾のフランチャイズ展開の拡大を図ってまいります。 

また、当社は創業以来、常に自力で発展の道を切り開いてきましたが、平成20年2月26日に株式会社増進会

出版社およびＺ会グループと業務資本提携契約を締結いたしました。首都圏で集団指導・個別指導を展開し小学

生から高校生まで中堅層を含めた幅広い教育ニーズに応える当社グループと、全国的に知名度の高い通信教育業

界の雄として東京大学や京都大学などの難関大学の合格実績を誇るＺ会グループは、事業展開上でコンテンツお

よび指導ノウハウを十分に相互活用できる関係にあり、今後の第三者の参加も展望しながら、教育サービス業界

のさらなる発展と成長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。同時に映像配信授業「市進ウイングネット」の提携校・個太郎塾のフランチャイ

ズ教室においては、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、提携校・フランチャ

イジーとの共存共栄を図ることに、取り組んでまいります。 

さらに、株式会社増進会出版社およびＺ会グループと業務資本提携契約に基づき、両社で組織する「業務提携

推進委員会」において、両者のコンテンツや指導ノウハウを活かした具体的な施策をつめてまいります。 

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）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・業務本部とは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、定期的に（または必要に応じて随時）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採用しております。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。さらに

会計処理に関する課題その他について、監査役会および業務監査室は、会計監査人と認識を共通にするべく、適

宜３者合同での会議や打合せを実施し、相互に意見交換を行い、連携を図っております。 

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
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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。 

さらに在籍生の保護者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

人情報保護規程と照らして適正に行われているかを確認しております。 

 

（6）親会社等に関する事項 

①親会社等の称号 

（平成20年２月29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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４【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成20年２月29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  3,017,599  3,927,982 

２ 売掛金  16,555  1,919 

３ 有価証券  162,053  162,714 

４ たな卸資産  131,816  110,045 

５ 繰延税金資産  288,571  310,411 

６ その他  579,894  682,485 

７ 貸倒引当金  △11,900  △14,384 

流動資産合計  4,184,589 37.9  5,181,173 44.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※１ 4,737,586 5,365,271  

減価償却累計額  3,102,688 1,634,897 3,759,220 1,606,051 

(2）機械装置及び運搬具  11,661 12,061  

減価償却累計額  10,956 705 11,215 846 

(3）器具備品  1,494,997 1,640,113  

減価償却累計額  1,182,005 312,991 1,368,095 272,017 

(4）土地 
※１ 
※２ 

637,440  615,471 

(5）建設仮勘定  7,678  11,791 

有形固定資産合計  2,593,713 23.5  2,506,178 21.3

２ 無形固定資産  109,582 1.0  100,369 0.8
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前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成20年２月29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  121,151  80,848

(2）長期貸付金  24,061  16,169

(3）繰延税金資産  747,680  600,310

(4）差入敷金保証金 ※１ 2,929,950  2,895,883

(5）その他  326,822  405,901

投資その他の資産合計  4,149,666 37.6  3,999,113 33.9

固定資産合計  6,852,962 62.1  6,605,661 56.0

資産合計  11,037,551 100.0  11,786,834 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  245,056  281,997

２ １年内返済予定長期借
入金 

※１ 445,739  385,679

３ 未払金  923,265  1,022,234

４ 未払法人税等  306,174  98,846

５ 前受金  283,363  1,046,784

５ 賞与引当金  467,022  500,600

６ 役員賞与引当金  28,540  －

７ その他  171,786  280,834

流動負債合計  2,870,946 26.0  3,616,977 30.7

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※１ 1,350,238  1,110,971

２ 退職給付引当金  858,215  812,007

３ 役員退職慰労引当金  494,510  458,560

５ その他  29,467  74,954

固定負債合計  2,732,431 24.8  2,456,493 20.8

負債合計  5,603,377 50.8  6,073,470 51.5
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前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成20年２月29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  1,375,900 12.5  1,375,900 11.7

２ 資本剰余金  1,085,177 9.8  1,085,177 9.2

３ 利益剰余金  3,512,812 31.8  3,816,006 32.4

４ 自己株式  △141 △0.0  △141 △0.0

株主資本合計  5,973,748 54.1  6,276,942 53.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差
額金 

 44,499 0.4  20,495 0.2

２ 土地再評価差額金 ※２ △584,074 △5.3  △584,074 △5.0

評価・換算差額等合計  △539,574 △4.9  △563,578 △4.8

純資産合計  5,434,173 49.2  5,713,363 48.5

負債純資産合計  11,037,551 100.0  11,786,834 100.0
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②【連結損益計算書】 

  
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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  19,986,863 100.0  20,127,755 100.0

Ⅱ 売上原価  16,201,293 81.1  16,627,046 82.6

売上総利益  3,785,569 18.9  3,500,709 17.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,566,406 12.8  2,603,139 12.9

営業利益  1,219,162 6.1  897,569 4.5

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息及び配当金  7,707 17,291 

２ 有価証券売却益  － 56 

３ 外部模試手数料収入  18,151 18,172 

４ 自動販売機等収入  2,824 2,806 

５ 雑収入  22,453 51,137 0.3 19,009 57,336 0.3

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  35,010 38,022 

２ 貸倒引当金繰入額  264 264 

３ 雑損失  1,795 37,069 0.2 1,058 39,346 0.2

経常利益  1,233,229 6.2  915,560 4.6

Ⅵ 特別利益   

 １ 有形固定資産売却益  － － 26,031 26,031 0.1

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※２ 104,966 30,097 

２ 減損損失 ※３ 876,599 186,607 

３ 過年度役員退職慰労引
当金繰入額 

 482,420 － 

４ その他特別損失 ※４ 6,200 1,470,186 7.3 2,770 219,474 1.1

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

 △236,956 △1.1  722,117 3.6

法人税、住民税及び事業
税 

 514,138 181,588 

法人税等調整額  △460,136 54,001 0.3 141,828 323,416 1.6

当期純利益又は当期純
損失（△） 

 △290,958 △1.4  398,700 2.0
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③【連結株主資本等変動計算書】 

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） 

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２月28日 残高（千円） 1,375,900 1,085,177 5,816,156 △141 8,277,091

当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

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 △290,958  △290,958

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額） 

 

当連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － △2,303,343 － △2,303,343

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

      
 

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 5,859,125

当連結会計年度中の変動額  

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  △290,958

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額） 

△6,066 1,884,458 1,878,391 1,878,391

当連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△6,066 1,884,458 1,878,391 △424,951

平成19年２月28日 残高（千円） 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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当連結会計年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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19年２月28日 残高（千円） 1,375,900 1,085,177 3,512,812 △141 5,973,748

当連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 △95,506  △95,506

当期純利益 398,700  398,700

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額） 

 

当連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

― ― 303,194 ― 303,194

平成20年２月29日 残高（千円） 1,375,900 1,085,177 3,816,006 △141 6,276,942

      
 

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 5,434,173

当連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当  △95,506

当期純利益  398,700

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額） 

△24,004 △24,004 △24,004

当連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△24,004 △24,004 279,190

平成20年２月29日 残高（千円） 20,495 △584,074 △563,578 5,713,363
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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18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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
益又は税金等調整前当
期純損失 

 △236,956 722,117 

減価償却費  342,238 320,093 

敷金保証金償却  4,234 7,263 

貸倒引当金の増加額（△
は減少額） 

 △5,212 2,483 

賞与引当金の増加額  33,860 33,578 

退職給付引当金の減少
額 

 △6,960 △46,208 

役員退職慰労引当金の
増加額（△は減少額） 

 494,510 △35,950 

受取利息及び受取配当
金 

 △7,707 △17,291 

支払利息  35,010 38,022 

固定資産売却益  - △26,031 

固定資産除却損  104,966 30,097 

減損損失  876,599 186,607 

会員権評価損  1,355 - 

売上債権の増加額  △4,934 △13,051 

たな卸資産の減少額  3,563 21,771 

仕入債務の増加額 
（△は減少額） 

 △27,110 36,941 

未払金の減少額  △24,834 △21,367 

前受金の増加額  50,462 763,421 

未払消費税等の減少額
（△は減少額） 

 △23,242 3,387 

役員賞与の支払額  △32,420 △28,540 

その他  △17,267 △33,097 

小計  1,560,154 1,944,249 

利息及び配当金の受取
額 

 5,344 16,297 

利息の支払額  △35,222 △37,859 

移転補償金の受取によ
る収入 

 - 111,872 

法人税等の支払額  △529,668 △360,704 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,000,609 1,673,855 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

定期預金の減少額（△は
増加額） 

 69,926 △6,791 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △742,176 △364,726 

有形固定資産の売却に
係る収入 

 - 48,000 

長期貸付による支出  △4,690 △4,830 

長期貸付金の回収によ
る収入 

 10,901 14,406 

敷金保証金の差入によ
る支出 

 △86,941 △113,571 

敷金保証金の返還によ
る収入 

 385,078 140,373 

その他  △68,519 △87,725 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △436,421 △374,864 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

長期借入による収入  475,000 150,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △539,197 △449,327 

配当金の支払額  △95,362 △95,412 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △159,559 △394,739 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額 

 404,629 904,252 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,450,446 1,855,075 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※１ 1,855,075 2,759,328 
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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18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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 

２ 持分法の適用に関する事

項 

 関連会社は有りません。 同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度末日と連結決算

日は一致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

  

① たな卸資産 ① たな卸資産 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 教材・原材料等 同左 

  先入先出法に基づく原価法によっ

ております。 

 

 貯蔵品  

  最終仕入原価法によっておりま

す。 

 

 ② 有価証券 ② 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 

  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。 

同左 

 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 

① 有形固定資産 ① 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。 

同左 

 
 

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
  

 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  定額法を採用しております。なお、

自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

同左 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収の可能性を勘案

し回収不能見込額を計上しておりま

す。 

同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるため、支

給見込額のうち、当連結会計年度の負

担額を計上しております。 

同左 

 ③ 役員賞与引当金 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 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、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 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 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

おける要支給額を計上しております。

同左 

 （追加情報）  

  当連結会計年度末より、当社におい

て、役員退職慰労引当金に関する内規

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 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 (6）その他連結財務諸表作

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 

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 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 
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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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））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）  

 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、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

───── 

─────  （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。 

（役員賞与に関する会計基準）  

 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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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成19年２月28日現在） 

当連結会計年度 
（平成20年２月29日現在） 

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

（担保に供している資産） （担保に供している資産） 
 

建物 628,806千円

土地 615,471 

差入敷金保証金 701,838 

計 1,946,117 
  

 
建物 607,617千円

土地 615,471千円

差入敷金保証金 541,118千円

合計 1,764,208千円
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 
 

１年内返済予定長期借
入金 

431,459千円

長期借入金 1,294,268 

計 1,725,727 
  

 
１年内返済予定長期借
入金 

371,399千円

長期借入金  1,069,281千円

計 1,440,680千円

  
※２ 当社グループは「土地の再評価に関する法律」（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

土地の再評価を行い、再評価に伴う差額を「土地再

評価差額金」として純資産の部に計上しております。

※２ 当社グループは「土地の再評価に関する法律」（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

土地の再評価を行い、再評価に伴う差額を「土地再

評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法 再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第１号に基づき、

近隣の地価公示価格に合理的な調整を加味した方法

により算出しております。 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第１号に基づき、

近隣の地価公示価格に合理的な調整を加味した方法

により算出しております。 
 

再評価を行った年月日 平成14年２月28日

再評価を行った土地の期
末における時価と再評価
後の帳簿価額との差額 

△105,206千円

  

 
再評価を行った年月日 平成14年２月28日

再評価を行った土地の期
末における時価と再評価
後の帳簿価額との差額 

△74,656千円
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
 

広告宣伝費 1,358,429千円

貸倒引当金繰入額 10,972千円

賞与引当金繰入額 43,813千円

役員賞与引当金繰入額 28,540千円

退職給付費用 28,938千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,090千円
  

 
広告宣伝費 1,363,419千円

貸倒引当金繰入額 13,511千円

賞与引当金繰入額 39,212千円

退職給付費用 35,285千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,050千円
  

※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 
 

建物及び構築物 32,530千円

器具備品 8,324千円

取壊撤去費用等 64,112千円
  

 
建物及び構築物 7,112千円

器具備品 935千円

その他 66千円

取壊撤去費用等 21,981千円
  

※３ 減損損失 ※３ 減損損失 

 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。

 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 

共用 土地、建物 千葉県君津市 

  

 

用途 種類 場所 

事業用 建物、その他 東京都杉並区 

神奈川県横浜市等 

  

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。 

 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（186,607 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 113,507

千円、有形固定資産(その他)31,090千円、その他42,009

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 ※４ その他特別損失 

 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。 

 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、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。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

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     

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13日
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当連結会計年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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 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

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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20年４月11日 
取締役会 

普通株式 95,506 利益剰余金 10 平成20年２月29日 平成20年５月13日

 

（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18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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 
 

現金及び預金勘定 3,017,599千円

有価証券勘定 162,053千円

計 3,179,653千円

預入期間が３か月を超える定期
預金 

△1,324,577千円

現金及び現金同等物 1,855,075千円
  

 
現金及び預金勘定 3,927,982千円

有価証券勘定 162,714千円

計 4,090,696千円

預入期間が３か月を超える定期
預金 

△1,331,368千円

現金及び現金同等物 2,759,328千円
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（リース取引関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンスリース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンスリース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
 

 
機械装置及
び運搬具 

器具備品 
無形固定資
産（ソフト
ウェア） 

合計 

取得価額相当
額 

16,814 598,856 361,433 977,104千円

減価償却累計
額相当額 

7,081 329,261 142,417 478,760 

減損損失累計
額相当額 

－ 39,881 13,536 53,417 

期末残高相当
額 

9,732 229,714 205,478 444,926 

  

 

 
機械装置及
び運搬具

器具備品 
無形固定資
産（ソフト
ウェア） 

合計 

取得価額相当
額 

16,814 564,524 428,782 1,010,121千円

減価償却累計
額相当額 

9,994 235,341 202,283 447,619 

減損損失累計
額相当額 

－ 74,336 13,181 87,518 

期末残高相当
額 

6,819 254,846 213,316 474,982 

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

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 188,107千円

１年超 284,958 

合計 473,065 

リース資産減損勘定期末残高 43,270千円
  

 
１年内 204,926千円

１年超 377,791 

合計 582,718 

リース資産減損勘定期末残高 64,051千円
  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 205,590千円

リース資産減損勘定の取崩額 10,147千円

減価償却費相当額 188,026千円

支払利息相当額 13,716千円

減損損失 53,417千円
  

 
支払リース料 189,457千円

リース資産減損勘定の取崩額 18,063千円

減価償却費相当額 183,622千円

支払利息相当額 8,815千円

減損損失 38,932千円
  

(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 
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（有価証券関係） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度（平成19年２月28日現在） 当連結会計年度（平成20年２月29日現在） 

種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

株式 33,437 108,151 74,714 33,437 67,848 34,411

前連結会計年度（平成19年２月28日現在） 当連結会計年度（平成20年２月29日現在） 

種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

株式 － － － － － －

合計 33,437 108,151 74,714 33,437 67,848 34,411

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

当連結会計年度 
（平成19年２月28日現在） 

当連結会計年度 
（平成20年２月29日現在） 

種類 

連結貸借対照表計上額（千円） 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 

151,983 152,606 

② フリー・ファイナンシャル・
ファンド 

10,070 10,107 

③ 非上場株式 13,000 13,000 

 

（企業結合等関係） 

 該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

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おりませんので該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成 19 年３月 1日 至 平成 20 年２月 29 日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

(1）採用している退職給付制度の概要 (1）採用している退職給付制度の概要 

 当社は、従業員に対し適格退職年金制度及び退職金

規定に基づく退職一時金制度を設けております。 

同左 

(2）退職給付債務及びその内訳(平成19年２月28日現在) (2）退職給付債務及びその内訳(平成20年２月29日現在)
  

退職給付債務 △2,110,186千円

年金資産 1,255,705 

未積立退職給付債務 △854,480 

未認識数理計算上の差異 △3,735 

退職給付引当金 858,215 
  

  
退職給付債務 △2,232,430千円

年金資産 1,269,406 

未積立退職給付債務 △963,023 

未認識数理計算上の差異 151,016 

退職給付引当金 812,007 
  

(3）退職給付費用の内訳 (3）退職給付費用の内訳 
  

勤務費用 147,501千円

利息費用 42,859 

期待運用収益 △46,763 

未認識数理計算上の差異 5,788 

その他 21,415 

退職給付費用 170,803 
  

  
勤務費用 152,549千円

利息費用 46,168 

期待運用収益 △86,015 

未認識数理計算上の差異 5,856 

その他 39,249 

退職給付費用 157,807 
  

(4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 (4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
  

割引率 2.2％

期待運用収益率 4.36％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 10年
  

  
割引率 2.2％

期待運用収益率 6.85％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 10年
  

 

（ストック・オプション等関係） 

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、ストック・オプション等を全く実施しておりませんので該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成 19 年３月 1日 至 平成 20 年２月 29 日） 

 当社グループは、ストック・オプション等を全く実施しておりませんので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 
（平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成20年２月29日） 

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

繰延税金資産 

繰越欠損金 47,120千円

退職給付引当金 344,457 

減損損失 434,047 

賞与引当金 200,766 

役員退職慰労引当金 199,979 

その他 233,755 

繰延税金資産小計 1,460,127 

評価性引当額 △344,988 

繰延税金資産合計 1,115,139 

繰延税金負債 △78,887 

繰延税金資産の純額 1,036,251 
  

  
繰延税金資産 

退職給付引当金 328,332千円

減損損失 283,154 

賞与引当金 202,838 

役員退職慰労引当金 185,441 

その他 256,192 

繰延税金資産小計 1,255,960 

評価性引当額 △273,203 

繰延税金資産合計 982,756 

繰延税金負債 △72,035 

繰延税金資産の純額 910,721 
  

 上記のほか、土地再評価にかかわる繰延税金資産 

236,199千円については全額評価性引当額を認識して

おります。 

 上記のほか、土地再評価にかかわる繰延税金資産 

236,199 千円については全額評価性引当額を認識して

おります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別の内訳 
  

法定実効税率 40.4％

（調整） 

住民税均等割 △25.3

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

△6.3

留保金課税 △9.1

評価性引当金の増減 △86.8

土地再評価差額税効果 66.6

その他 △2.3

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

△22.8％

  

  
法定実効税率 40.4％

（調整） 

住民税均等割 8.9

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

2.2

評価性引当金の増減 △9.9

役員賞与損金不算入額 1.6

その他 1.6

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

44.8％
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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 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

 当社は、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。 

 

当連結会計年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日） 

 当社は、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。 

 

当連結会計年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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） 

 当企業集団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。 

 

当連結会計年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日） 

 当企業集団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。 

 

【関連当事者との取引】 

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） 

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 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所有
（被所有）割合
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

役員 
梅田威
男 

千葉県
市川市 

－ 
当社取締
役 

(被所有)
直接 
間接 

 
16.52
37.97

－ － 債務保証 34,800 － －

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社の建物賃貸借契約について債務保証を受けているものであり、債務保証に対して、保証料の支払い

及び、担保の提供は行っておりません。取引金額は当該保証物件の年間賃借料の合計であります。 

 

当連結会計年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日） 

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 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所有
（被所有）割合
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

役員 
梅田威
男 

千葉県
市川市 

－ 
当社取締
役 

(被所有)
直接 
間接 

 
16.04
37.97

－ － 債務保証 22,450 － －

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社の建物賃貸借契約について債務保証を受けているものであり、債務保証に対して、保証料の支払い

及び、担保の提供は行っておりません。取引金額は当該保証物件の年間賃借料の合計であります。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

 

１株当たり純資産額 568.98円

１株当たり当期純損失 30.46円

  

 

１株当たり純資産額 598.22円

１株当たり当期純利益 41.75円

  
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式がないため記載してお

りません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は潜在株式がな

いため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純損益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当期純利益又は純損失（△）（千円） △290,958 398,700 

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又は純損失（△）
（千円） 

△290,958 398,700 

期中平均株式数（株） 9,550,640 9,550,640 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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５.部門別・収入項目別売上高の明細  

       

前期 当期 

（自 平成 18 年３月１日 （自 平成 19 年３月１日 

至 平成 19 年２月 28 日） 至 平成 20 年２月 29 日） 

比較増減 部 

門 

収 入 項 

目 

売 上 高 構成比 売 上 高 構成比 金額 

  千円 % 千円 %   

授業料 10,126,520 50.7 11,081,612 55.1 955,091

講習料 3,838,457 19.2 3,989,463 19.8 151,006

その他 924,137 4.6 228,607 1.1 △ 695,529

小
中
学
部
門 

小計 14,889,115 74.5 15,299,683 76.0 410,568

授業料 1,756,706 8.8 1,404,530 7.0 △ 352,175

講習料 1,147,602 5.7 926,294 4.6 △ 221,308

その他 49,687 0.3 85,280 0.4 35,593

高
校
部
門 

小計 2,953,995 14.8 2,416,105 12.0 △ 537,890

個別指導事業 150,093 0.7 258,139 1.3 108,046

通信添削事業 30,395 0.2 35,736 0.2 5,341

出版部門 59,793 0.3 59,925 0.3 132

第
三
事
業
本
部 

小計 240,281 1.2 353,801 1.8 113,519

個別指導部門 1,901,692 9.5 2,041,763,957 10.1 140,071

その他 1,778 0.0 16,401 0.1 14,623

総 合 計 19,986,863 100.0 20,127,755 100.0 140,892
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６【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
第33期 

（平成19年２月28日現在） 
第34期 

（平成20年２月29日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  2,198,071  2,923,779

２ 売掛金  16,546  1,883

３ 有価証券  141,809  142,387

４ 教材等  131,085  108,134

５ 貯蔵品  6,924  4,956

６ 前払費用  414,061  434,465

７ 繰延税金資産  274,528  267,170

８ 未収金  91,969  159,211

９ その他  48,969  53,615

10 貸倒引当金  △9,431  △11,500

流動資産合計  3,314,534 32.2  4,084,102 37.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1）建物 ※１ 4,718,292 4,924,419 

減価償却累計額  3,208,899 1,509,393 3,431,883 1,492,535

(2）構築物  503,828 500,633 

減価償却累計額  380,752 123,076 394,542 106,091

(3）車両運搬具  10,556 10,556 

減価償却累計額  10,024 532 10,028 527

(4）器具備品  1,533,342 1,620,643 

減価償却累計額  1,239,412 293,929 1,361,563 259,079

(5）土地 
※１ 
※４ 

637,440  615,471

(6）建設仮勘定  7,678  11,791

有形固定資産合計  2,572,052 25.0  2,485,498 23.0
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第33期 

（平成19年２月28日現在） 
第34期 

（平成20年２月29日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

２ 無形固定資産    

(1）電話加入権  70,989  67,912

(2）ソフトウェア  1,385  8,368

(3）その他  1,105  758

無形固定資産合計  73,480 0.7  77,039 0.7

３ 投資その他の資産   

(1）投資有価証券  121,151  80,848 

(2）関係会社株式  185,708  185,708 

(3）従業員長期貸付金  24,061  16,169 

(4）繰延税金資産  739,009  592,421 

(5）差入敷金保証金 ※１ 2,937,886  2,903,498 

(6）会員権  16,382  16,382 

(7）長期性預金  200,000  200,000 

(8）その他  110,440  158,052 

(9）貸倒引当金  ―  ―

投資その他の資産合計  4,334,640 42.1  4,153,081 38.5

固定資産合計  6,980,172 67.8  6,715,618 62.2

資産合計  10,294,707 100.0  10,799,721 100.0
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第33期 

（平成19年２月28日現在） 
第34期 

（平成20年２月29日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ １年内返済予定長期借

入金 
※１ 445,739  385,679

２ 未払金 ※２ 1,007,997  1,103,578

３ 未払法人税等  260,125  48,832

４ 未払消費税等  69,005  77,093

５ 前受金  272,382  1,037,725

６ 預り金  20,855  35,385

７ 前受収益  －  76,941

８ 賞与引当金  397,609  426,414

９ 役員賞与引当金  28,540  ―

10 その他  50,309  63,264

流動負債合計  2,552,563 24.8  3,254,913 30.1

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※１ 1,350,238  1,110,971

２ 退職給付引当金  852,853  804,282

３ 役員退職慰労引当金  494,510  458,560

４ その他  29,380  74,954

固定負債合計  2,726,981 26.5  2,448,768 22.7

負債合計  5,279,544 51.3  5,703,681 52.8
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第33期 

（平成19年２月28日現在） 
第34期 

（平成20年２月29日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  1,375,900 13.4  1,375,900 12.8

２ 資本剰余金   

資本準備金  1,085,177 1,085,177 

資本剰余金合計  1,085,177 10.5  1,085,177 10.0

３ 利益剰余金   

(1）利益準備金  196,000 196,000 

(2）その他利益剰余金   

建設積立金  1,970,000 1,970,000 

別途積立金  550,000 550,000 

繰越利益剰余金  377,802 482,682 

利益剰余金合計  3,093,802 30.1  3,198,682 29.6

４ 自己株式  △141 △0.0  △141 △0.0

株主資本合計  5,554,737 54.0  5,659,618 52.4

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差
額金 

 44,499 0.4  20,495 0.2

２ 土地再評価差額金 ※４ △584,074 △5.7  △584,074 △5.4

評価・換算差額等合計  △539,574 △5.3  △563,578 △5.2

純資産合計  5,015,163 48.7  5,096,039 47.2

負債純資産合計  10,294,707 100.0  10,799,721 100.0
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②【損益計算書】 

  
第33期 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

第34期 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  18,083,392 100.0  18,069,931 100.0

Ⅱ 売上原価  14,470,457 80.0  14,862,942 82.3

売上総利益  3,612,934 20.0  3,206,988 17.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 広告宣伝費  1,362,369 1,351,013 

２ 貸倒引当金繰入額  9,431 11,089 

３ 貸倒損失  1,426 － 

４ 役員報酬  130,950 148,635 

５ 給料手当  228,115 232,449 

６ 賞与  68,723 62,019 

７ 賞与引当金繰入額  44,362 37,632 

８ 役員賞与引当金繰入額  28,540 － 

９ 退職給付費用  48,743 50,534 

10 役員退職慰労引当金繰
入額 

 12,090 4,050 

11 法定福利費  73,131 79,322 

12 福利厚生費  54,226 55,463 

13 旅費交通費  15,750 16,225 

14 人材募集費  14,463 9,565 

15 その他の人件費  2,821 5,724 

16 印刷費  13,013 12,120 

17 用品消耗品費  13,336 12,680 

18 租税公課  124,208 128,585 

19 通信運搬費  33,733 31,569 

20 ＯＡ機器賃借料等  62,331 62,650 

21 施設賃借料等  88,034 74,735 

22 減価償却費  37,285 33,060 

23 その他の諸経費  116,472 2,583,561 14.3 159,908 2,579,035 14.2

営業利益  1,029,373 5.7  627,952 3.5
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第33期 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

第34期 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息及び配当金  11,563 22,234 

２ 有価証券売却益  － 56 

３ 受取賃借料 ※１ 25,749 26,320 

４ 外部模試手数料収入  18,151 18,172 

５ 雑収入 ※１ 29,069 84,534 0.5 26,986 93,770 0.5

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  35,010 35,478 

２ 雑損失  888 35,898 0.2 933 36,411 0.2

経常利益  1,078,009 6.0  685,311 3.8

Ⅵ 特別利益   

固定資産売却益  － － － 26,031 26,031 0.1

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※２ 104,289 30,097 

２ 減損損失 ※３ 862,611 187,926 

３ 過年度役員退職慰労引
当金繰入額 

 482,420 － 

４ その他特別損失 ※４ 6,200 1,455,521 8.0 2,770 220,793 1.2

税引前当期純利益又は
当期純損失(△) 

 △377,511 △2.0  490,548 2.7

法人税、住民税及び事業
税 

 464,823 119,917 

法人税等調整額  △449,531 15,291 0.1 170,243 290,161 1.6

当期純利益又は当期純
損失(△) 

 △392,803 △2.1  200,386 1.1
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売上原価明細書 

  
第33期 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

第34期 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 人件費  8,645,952 59.8  8,864,448 59.6

Ⅱ 教材印刷費  1,245,089 8.6  1,218,586 8.2

Ⅲ 経費   

１ 賃借料  2,339,921 2,396,870 

２ 水道光熱費  245,722 260,033 

３ 修繕費  37,925 86,675 

４ 通信運搬費  428,960 420,858 

５ ＯＡ機器賃借料等  347,510 435,867 

６ 用品消耗品費  310,898 305,246 

７ 減価償却費  280,873 264,421 

８ その他  587,605 4,579,416 31.6 609,935 4,779,907 32.2

売上原価合計  14,470,457 100.0  14,862,942 100.0
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③【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（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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当事業年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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

事業年度中の変動額    

剰余金の配当  △95,506  △95,506

当期純利益  200,386  200,386

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）  104,880  104,880

平成20年２月29日 残高（千円） 1,375,900 1,085,177 196,000 1,970,000 550,000 482,682 △141 5,659,618

         
 

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

事業年度中の変動額  

剰余金の配当  △95,506

当期純利益  200,386

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△24,004 △24,004 △24,004

事業年度中の変動額合計（千円） △24,004 △24,004 80,876

平成20年２月29日 残高（千円） 20,495 △584,074 △563,578 5,096,039
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重要な会計方針 

項目 
第33期 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

第34期 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

(1）子会社株式 (1）子会社株式 １ 有価証券の評価基準及び

評価方法  移動平均法による原価法を採用して

おります。 

同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用してお

ります。 

 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用

しております。 

同左 

(1）教材等 (1）教材等 ２ 棚卸資産の評価基準及び

評価方法  先入先出法に基づく原価法によって

おります。 

同左 

 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

  最終仕入原価法によっております。 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３ 固定資産の減価償却の方

法  定率法を採用しております。但し、

平成10年４月１日以降取得の建物（建

物附属設備を除く）は定額法を採用し

ております。 

同左 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 

 建物         ８年～60年  

 構築物        10年～20年  

 車両運搬具      ６年  

 器具備品       ３年～20年  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております。なお、

自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収の可能性を勘案し

回収不能見込額を計上しております。

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるため支給

見込額に基づく、当事業年度負担額を

計上しております。 

同左 
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項目 
第33期 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

第34期 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

 (3）役員賞与引当金 (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、当事業年度の負担額を

計上しております。 

────── 

 (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。 

同左 

  数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により、

翌事業年度から処理しております。 

 

 (5）役員退職慰労引当金 (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

る要支給額を計上しております。 

同左 

 （追加情報） （追加情報） 

  当事業年度末より、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、当事業年度末から役

員退職慰労引当金を計上しておりま

す。なお、当事業年度の負担額12,090

千円については、販売費及び一般管理

費に、過年度分482,420千円について

は、特別損失に計上しております。 

────── 

５ 収益の計上基準  納入金要領に基づき、授業料及び講習

料は生徒の在籍期間に応じて計上し、ま

た入会金及び教材費等は生徒を受け入れ

た事業年度の収益として計上しておりま

す。 

同左 

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

① 消費税等の会計処理 ① 消費税等の会計処理 ７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項  税抜方式によっております。 同左 
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会計方針の変更 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

第34期 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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））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  

 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

円であります。 

 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。 

役員賞与に関する会計基準  

 当事業年度から「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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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第33期 
（平成19年２月28日現在） 

第34期 
（平成20年２月29日現在） 

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

（担保に提供している資産） （担保に提供している資産） 
 

建物 628,806千円

土地 615,471 

差入敷金保証金 701,838 

計 1,946,117 
  

 
建物 607,617千円

土地 615,471 

差入敷金保証金 541,118 

計 1,764,208 
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 
 

１年内返済予定長期借入金 431,459千円

長期借入金 1,294,268 

計 1,725,727 
  

 
１年内返済予定長期借入金 371,399千円

長期借入金 1,069,281 

計 1,440,680 
  

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

未払金 186,199千円
  

 
未払金 187,483千円

  
※３ 土地の再評価 ※３ 土地の再評価 

 当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年

３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の

再評価を行い、再評価に伴う差額を「土地再評価差

額金」として純資産の部に計上しております。 

 当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年

３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の

再評価を行い、再評価に伴う差額を「土地再評価差

額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価の方法 再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第１号に基づき、

近隣の地価公示価格に合理的な調整を加味した方法

により算出しております。 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第１号に基づき、

近隣の地価公示価格に合理的な調整を加味した方法

により算出しております。 
 

再評価を行った年月日 平成14年２月28日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

△105,206千円

  

 
再評価を行った年月日 平成14年２月28日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

△74,656千円
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（損益計算書関係） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

第34期 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含ま

れております。 

※１ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含ま

れております。 
 

受取配当金 4,000千円

受取賃借料 25,749千円

雑収入 6,977千円
  

 
受取配当金 8,000千円

受取賃借料 26,320千円

雑収入 6,888千円
  

※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 
 

建物及び構築物 31,841千円

器具備品 8,336千円

取壊撤去費用等 64,112千円

  
  

 
建物及び構築物 7,112千円

器具備品 935千円

その他 66千円

取壊撤去費用等 21,981千円

  
  

※３ 減損損失 ※３ 減損損失 

 当事業年度において、当社は、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。 

 当事業年度において、当社は、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。 
 

用途 種類 場所 

事業用 
土地、建物、
その他 

埼玉県川越市、東京都多
摩市等 

共用 土地、建物 千葉県君津市 

  

 

用途 種類 場所 

事業用 建物、その他
東京都杉並区、神奈川県
横浜市等 

  

 競合関係が激化していることから、厳密に資産性

を考慮し、減損損失を認識いたしました。また、千

葉県君津市の共用資産については売却により処分す

る方針が決定されましたことにより、減損損失を認

識いたしました。その結果、当該資産グループの帳

簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損

損失（862,611千円）として特別損失に計上しました。

その内訳は建物及び構築物531,669千円、土地

172,175千円、有形固定資産（その他）88,357千円、

その他70,408千円であります。 

 当社は、保有する資産を事業用及び共用に区分し、

事業用資産については個々の拠点をグルーピングの

単位としております。 

 なお、当該資産の回収可能額は、使用価値または

正味売却価額により測定しており、使用価値につい

ては将来キャッシュ・フロー見積額を5.0％で割引い

て算出しております。正味売却価額については、不

動産鑑定評価額等合理的に算定された価額により評

価しております。 

 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（187,926 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114,826千円、有形固定資産（その他）31,090千円、

その他42,009千円であります。 

 当社は、保有する資産を事業用及び共用に区分し、

事業用資産については個々の拠点をグルーピングの

単位としております。 

 なお、当該資産の回収可能額は、使用価値または

正味売却価額により測定しており、使用価値につい

ては将来キャッシュ・フロー見積額を5.0％で割引い

て算出しております。正味売却価額については、不

動産鑑定評価額等合理的に算定された価額により評

価しております。 

※４ その他特別損失 ※４ その他特別損失 

 当事業年度において、特別損失を計上しておりま

す。その内訳は、和解金5,000千円、会員権評価損

1,200千円であります。 

 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、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。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

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 

 

当事業年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

第34期 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンスリース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンスリース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
 

 器具備品 ソフトウェア 合計 

取得価額相当
額（千円） 

525,132 314,929 840,061

減価償却累計
額相当額 
（千円） 

281,418 126,681 408,100

減損損失累計
額相当額 
（千円） 

39,530 13,536 53,067

期末残高相当
額（千円） 

204,183 174,710 378,894

  

 

 器具備品 ソフトウェア 合計 

取得価額相当
額（千円） 

517,465 389,063 906,529

減価償却累計
額相当額 
（千円） 

206,813 184,824 391,637

減損損失累計
額相当額 
（千円） 

74,336 13,181 87,518

期末残高相当
額（千円） 

236,315 191,057 427,373

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

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 161,931千円

１年超 241,657 

合計 403,588 

リース資産減損勘定期末残高 42,919 
  

 
１年内 186,631千円

１年超 346,635 

合計 533,267 

リース資産減損勘定期末残高 64,051 
  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 178,022千円

リース資産減損勘定の取崩額 10,147 

減価償却費相当額 162,617 

支払利息相当額 12,108 

減損損失 53,067 
  

 
支払リース料 168,879千円

リース資産減損勘定の取崩額 17,800 

減価償却費相当額 163,922 

支払利息相当額 8,071 

減損損失 38,932 
  

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

減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし各期への配分方法については、

利息法によっております。 

同左 

 

（有価証券関係） 

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

成 20 年２月 29 日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 

第33期 
（平成19年２月28日現在） 

第34期 
（平成20年２月29日現在） 

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

繰延税金資産 （千円）

退職給付引当金 344,893

減損損失 428,391

賞与引当金 172,334

役員退職慰労引当金 199,979

その他 212,334

繰延税金資産小計 1,357,933

評価性引当額 △266,595

繰延税金資産合計 1,091,338

繰延税金負債 △77,800

繰延税金資産の純額 1,013,537
  

 
繰延税金資産 （千円）

退職給付引当金 325,251

減損損失 277,604

賞与引当金 172,441

役員退職慰労引当金 185,441

その他 239,127

繰延税金資産小計 1,199,867

評価性引当額 △269,384

繰延税金資産合計 930,483

繰延税金負債 △70,890

繰延税金資産の純額 859,592
  

 上記のほか、土地再評価にかかわる繰延税金資産

236,199千円については全額評価性引当額を認識して

おります。 

 上記のほか、土地再評価にかかわる繰延税金資産 

236,199千円については全額評価性引当額を認識して

おります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別の内訳 
 

法定実効税率 40.4％

（調整） 

住民税等均等割 △14.0

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

△3.5

留保金課税 △5.2

評価性引当額の増減 △62.8

土地再評価差額税効果 41.8

その他 △0.8

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

△4.1％

  

 
法定実効税率 40.4％

（調整） 

住民税等均等割 11.6

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

3.0

評価性引当額の増減 0.6

役員賞与損金不算入額 2.4

その他 1.2

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

59.2％
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（１株当たり情報） 

第33期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

第34期 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

 

１株当たり純資産額 525.11円

１株当たり当期純損失 41.12円

  

 

１株当たり純資産額 533.58円

１株当たり当期純利益 20.98円

  
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式がないため記載してお

りません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は潜在株式がな

いため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純損益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
第33期 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

第34期 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当期純利益又は純損失（△）（千円） △392,803 200,386 

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又は純損失
（△）（千円） 

△392,803 200,386 

期中平均株式数（株） 9,550,640 9,550,640 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。
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７.部門別・収入項目別売上高の明細  

       

前期 当期 

（自 平成 18 年３月１日 （自 平成 19 年３月１日 

至 平成 19 年２月 28 日） 至 平成 20 年２月 29 日） 

比較増減 部 

門 

収 入 項 

目 

売 上 高 構成比 売 上 高 構成比 金額 

  千円 % 千円 %   

授業料 10,126,520 56.0 11,081,612 61.3 955,091

講習料 3,838,457 21.3 3,989,463 22.1 151,006

その他 924,137 5.1 228,607 1.3 △ 695,529

小
中
学
部
門 

小計 14,889,115 82.4 15,299,683 84.7 410,568

授業料 1,756,706 9.7 1,404,871 7.8 △ 351,834

講習料 1,147,602 6.3 926,294 5.1 △ 221,308

その他 49,687 0.3 85,280 0.5 35,593

高
校
部
門 

小計 2,953,995 16.3 2,416,445 13.4 △ 537,549

個別指導事業 150,093 0.8 258,139 1.4 108,046

通信添削事業 30,395 0.2 35,736 0.2 5,341

出版部門 59,793 0.3 59,925 0.3 132

第
三
事
業
本
部 

小計 240,281 1.3 353,801 1.9 113,519

総 合 計 18,083,392 100.0 18,069,931 100.0 △ 13,461

 

 

（役員の異動） 

（１）代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）その他の役員の異動 

取締役相談役   梅田 威男 （取締役会長） 

専務取締役    金野 光宏 （常務取締役） 

常務取締役    下屋 俊裕 （取締役） 

常務取締役    益田 耕次 （取締役） 

 

（３）異動予定日 

平成20年６月１日 

 

 


