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1.  20年8月期の業績（平成19年9月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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8月期 11,235 8.2 2,818 7.3 2,901 5.8 1,527 2.8
19年8月期 10,386 3.4 2,626 5.5 2,743 7.3 1,486 6.6

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8月期 45.98 45.93 18.3 24.7 25.1
19年8月期 44.52 44.27 19.8 27.1 25.3

（参考） 持分法投資損益 20年8月期  24百万円 19年8月期  △6百万円

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8月期 12,206 8,893 72.8 267.33
19年8月期 11,267 7,804 69.3 235.63

（参考） 自己資本   20年8月期  8,890百万円 19年8月期  7,803百万円

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8月期 1,899 104 △1,038 4,833
19年8月期 1,513 347 733 3,867

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年8月期 0.00 6.00 0.00 8.00 14.00 465 31.4 6.2
20年8月期 0.00 7.00 0.00 10.00 17.00 565 37.0 6.8

21年8月期 
（予想）

0.00 9.00 0.00 9.00 18.00 ――― 36.9 ―――

3.  21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期累計期間 5,792 3.6 1,605 0.7 1,678 6.0 946 10.0 27.26
通期 11,700 4.1 2,873 1.9 3,000 3.4 1,694 10.9 48.78
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

〔（注）詳細は、26ページ「会計方針の変更」をご覧ください。〕  

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、42ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年8月期  34,731,900株 19年8月期  34,581,600株

② 期末自己株式数 20年8月期  1,473,573株 19年8月期  1,464,573株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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
は種々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、３ページ以降の１．
〔経営成績〕の（1）〔経営成績に関する分析〕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 

① 当事業年度の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加等により、前半については緩やかながら成長基

調で推移しておりましたが、後半にかけては、米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発した金融市場の混乱に加え、

原油・原材料価格の高騰や個人消費の抑制等により、景況感は急速に悪化する状況となりました。 

当学習塾業界におきましても、社会問題である少子化傾向について依然改善が見られず、学習塾市場の対象となる学

齢人口は過去 低水準となっている中、学習塾各社による新規開校や提供サービス面における競争は、引き続き激しさ

を増しております。これに加え、学習塾間のＭ＆Ａや業務提携の動きが活発化しており、当業界の再編機運は高まるも

のと予想されます。 

このような環境の中、当社は、中期経営計画のもと、生徒・保護者に支持される付加価値の高い教育サービスの創出

を図るため、主として「人材育成」「教務力の強化」の積極的な推進と、内部基盤の充実に努めてまいりました。 

「人材育成」「教務力の強化」におきましては、独自の育成システムである「明光義塾研修プログラム」の更なる充

実や、経営幹部候補者を育成するための「明経塾」の開講による人材育成の推進と、「勉強の仕方」「勉強の教え方」等、

指導方法の体系化・ツールの充実による「明光式個別指導」の更なる強化に取り組んでまいりました。 

更に、個別指導塾「明光義塾」が提供する教育サービスの特徴及び優位性等を明確にしたブランドコンセプトの確立、

全国への浸透徹底や、新規開設戦略の推進並びに既存教室・既存エリアの効率・適正化に取組んでまいりました。 

内部基盤の充実面におきましては、内部統制システムの構築とコンプライアンス意識の全社員への徹底を進めてまい

りました。 

ＣＳ（生徒・保護者の満足度）向上の一環としては、「笑顔溢れる教室づくり」「こころ遣いのあるサービスの提供」

等をコンセプトとした「ホスピタリティマインド」に溢れたサービスの提供に心がけてまいりました。 

これらの結果、当事業年度の売上高は11,235百万円（前年同期比8.2％増）、経常利益2,901百万円（同5.8％増）及び

当期純利益1,527百万円（同2.8％増）となり、過去 高の経営成績を達成することができました。 

 
事業の種類別の業績は、次のとおりであります。 

 
（学習塾直営事業） 

直営事業につきましては、リージョナルマネージャー制の採用やエリアマネジャーの増員による目標管理の明確化・

徹底等により、戦略的マネジメント体制に進展が見られました。サービス面につきましても、生徒・保護者との定期カ

ウンセリングの頻度向上による顧客ニーズの的確な把握と対応に尽力してまいりました。 

また、「生徒とのカウンセリングの姿勢・技法の向上」「生徒の学習意欲を向上させるための施策」等をテーマとした

社内研修の実施等、教室長・講師に対するＯＪＴによる育成・教育に注力してまいりました。 

なお、当事業年度におけて教室数は、フランチャイズ教室の譲受けを含め11教室増加しております。 

これらの結果、当事業年度の売上高は5,711百万円（同7.1％増）、教室数は192教室及び在籍生徒数は14,412名となり

ました。 

 

（学習塾フランチャイズ事業） 

フランチャイズ事業につきましては、教室対応のスピードアップときめ細かい経営指導を推進すること等により、フ

ランチャイズ教室が順調に運営できるためのサポート機能を強化してまいりました。 

エリア戦略としては、地域特性を的確に把握し、ブロックマネージャー制の導入による教室運営ノウハウの水平展開、

並びにオーナー・エリア単位における具体的な施策・提案の積極推進や、教室運営面としては、スーパーバイザーの指

導力を向上するための研修、フランチャイズ教室の定例教室長研修の質的向上に注力してまいりました。 

また、当事業年度において海外エリアフランチャイジーとして、大韓民国のEduplex Education, Inc.と業務提携に

関する契約を締結し、同社の教室において「明光式個別指導」による教育サービスを開始しております。 

日本国内におきましても、教室クオリティを低下させないための開校基準を厳守するなかで、多面的な開発戦略を推進

してまいりました。なお、フランチャイズ教室は、当事業年度において76教室増加しております。 

これらの結果、当事業年度の売上高は5,442百万円（同9.5％増）、教室数は1,510教室及び在籍生徒数は102,086名と

なりました。 

 

 

 



 

㈱明光ネットワークジャパン（4668）平成20年８月期決算短信（非連結） 

4 

（その他の事業） 

サッカースクール事業につきましては、５スクール（平成20年８月31日現在：４スクール）で営業活動を展開いたし

ました。 

プロコーチ（ＦＩＦＡ「国際サッカー連盟」又は日本サッカー協会「ＪＦＡ」公認ライセンス等を所持）を中心とし

たハイクオリティな指導方針が認知されはじめておりますが、当事業年度につきましては、不採算スクールの閉鎖によ

り売上高の伸張率が低調に推移いたしました。 

この結果、当事業年度の売上高は81百万円（同2.3％増）となりました。 

しかしながら、今後におきましては、収益性を重視した新規出校計画の立案、並びに元Ｌリーガーである新任コーチ

の着任によるターゲットの拡大（女子スクール生の募集）等、基盤強化に注力し事業拡大に尽力してまいります。 

 

<ご参考> 明光義塾教室数、明光義塾在籍生徒数及び明光義塾教室末端売上高等の推移 
 

回     次 第23期 第24期 

自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日 

自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日 事 業 年 度 

経営成績他 前年同期比較 経営成績他 前年同期比較

明光義塾期末直営教室数 181 △    ８ 192 ＋    11

明光義塾期末フランチャイズ教室数 1,434 ＋    85 1,510 ＋    76

明光義塾期末教室数合計 1,615 ＋    77 1,702 ＋    87

明光義塾期末直営教室在籍生徒数             （名） 13,563 ＋   566 14,412 ＋   849

明光義塾期末フランチャイズ教室在籍生徒数   （名） 95,240 ＋ 4,748 102,086 ＋ 6,846

明光義塾期末在籍生徒数合計                 （名） 108,803 ＋ 5,314 116,498 ＋ 7,695

学習塾直営事業売上高            （百万円） 5,334 ＋   104 5,711 ＋   376

学習塾フランチャイズ事業売上高      （百万円）※１ 4,971 ＋   264 5,442 ＋   470

その他の事業売上高              （百万円） 79 △    29 81 ＋    １

売上高合計                （百万円） 10,386 ＋   339 11,235 ＋   848

明光義塾直営教室売上高         （百万円） 5,334 ＋   104 5,711 ＋   376

明光義塾フランチャイズ教室末端売上高 （百万円） 31,890 ＋ 2,487 34,630 ＋ 2,740

明光義塾教室末端売上高合計       （百万円）※２ 37,225 ＋ 2,591 40,342 ＋ 3,117
 
※ １ 学習塾フランチャイズ事業売上高は、ロイヤルティ収入及び商品販売収入等を記載しております。 

 ２ 明光義塾教室末端売上高合計は、直営教室の入会金、授業料、教材費、テスト料等の全売上高と、フランチャイズ教室の入会金、授業料等の売上

高を合計したものであり、フランチャイズ教室の教材費、テスト料等の売上高は含んでおりません。 

 

 

② 次事業年度の見通し 

今後の経済の見通しにつきましては、原油・食料品価格の上昇に歯止めがかからない中、企業収益の下振れや、設備

投資の慎重姿勢の広がりに加え、個人消費についても一段の抑制が続くものと推測されます。 

学習塾業界におきましても、競争環境はますます激化しており、個別指導という学習形態だけでは優位性は享受でき

ない状況となっております。 

このような状況の中、当社におきましては、将来を見据えた事業活動の注力と戦略的事業展開を推進するとともに、

創立以来の「経営理念」「教育理念」「経営基本方針」の更なる徹底や、コンプライアンス（法令遵守及び企業倫理の確

立）の浸透並びに、経営の効率性の追求等により企業価値の向上に尽力してまいります。 

なお、次期（平成21年８月期）につきましては、「生徒が喜び、保護者から感謝される」理想の教室に変貌を果たす

ことに経営資源を集中し、生徒数の拡大に注力してまいりたいと考えております。 

具体的な施策につきましては、３．〔経営方針〕の（3）〔中長期的な会社の経営戦略並びに会社の対処すべき課題〕

をご参照願います。 

次期の業績予想につきましては、売上高11,700百万円（前年同期比4.1％増）、経常利益3,000百万円（同3.4％増）及

び当期純利益1,694百万円（同10.9％増）といたします。 
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③ 財政状態等の分析 

a. 重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成されております。こ

の財務諸表の作成に当たりまして、決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間における収益・費用の報告数

値に影響を与える見積り、判断及び仮設定を行わなければなりません。具体的には、貸倒引当金、減価償却累計額、

有価証券の評価及び退職給付引当金並びに繰延税金資産等が該当いたします。 

これら蓋然的な事項についての見積り、判断及び仮設定については、過去の実績等合理的な基準で行っております

が、見積り特有の不確実性により、将来において実際値と見積値に差異が生じる可能性があります。 

なお、当社の経営陣が当事業年度末において、見積り、判断及び仮設定により当社の財務諸表に重要な影響を及ぼ

すと考えられる項目は次のとおりであります。 

 

（有価証券） 

当社が所有する有価証券の会計処理については、「金融商品に係る会計基準」を適用しております。 

市場性のあるその他有価証券は時価評価を行い、時価と取得原価との差額については、税効果会計適用後、純資産

の部にその他有価証券評価差額金として表示しております。 

満期保有目的の債券、関連会社株式及び市場性のないその他有価証券（複合金融商品で一定のものを除く。）は、償

却原価法又は原価法により貸借対照表価額としております。 

なお、これら有価証券の将来の市場価額及び実質価額が著しく下落し、回復可能性があると判断できないものにつ

いては、減損処理が必要となり、損益に影響を与える可能性があります。 

また、複合金融商品で一定のものについては、当該金融商品全体を時価評価し、評価差額（主として、複合金融商

品に組み込まれた先物為替予約を時価評価した際生じる評価差額）を損益に計上しております。したがいまして、為

替の相場等の状況により多額の評価損を計上する可能性があります。 

 

（退職給付費用） 

当社は、従業員の退職給付費用及び退職給付債務について、数理計算に使用される前提条件に基づいて算定してお

ります。これらの前提条件には、割引率、将来の給与水準、退職率、統計数値に基づいて算出される死亡率及び年金

資産の期待運用収益率等があり、これら数理計算に用いる予測数値は一定の仮定に基づき安全性を考慮し採用してお

ります。将来において実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、その影響は累積され、

将来にわたって規則的に認識されるため、将来期間において認識される費用及び債務に影響を及ぼします。 

 

（繰延税金資産） 

当社は、貸借対照表上の資産・負債の計上額と課税所得の計算上の資産・負債との一時差異に関して法定実効税率

を用いて繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しております。これらの繰延税金を決定する際に、一時差異が解消し

た時に予想される法定実効税率を見積って算定しております。 

また、繰延税金資産の回収可能性を評価するに際して、将来の課税所得を十分に検討し合理的に見積る必要があり

ます。したがいまして、将来の課税所得が予想を下回った場合は、繰延税金資産が減少し税金費用が計上され、財務

諸表に影響を及ぼす可能性があります。 

 

b. 当事業年度の財政状態及び経営成績の分析 

(a) 財政状態 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比較して1,458百万円増加（22.9％増）し7,828百万円

となりました。これは主に、営業活動による貯え等により、現金及び預金が781百万円増加したこと、並びに私募短

期社債の新規購入等により、有価証券が684百万円増加したことによります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は、前事業年度末と比較して519百万円減少（10.6％減）し4,377百万円と

なりました。これは主に、満期保有目的の債券の償還期限が到来したこと、減損処理及び複合金融商品の評価損の

計上等により投資有価証券が596百万円減少したことによります。 
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（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末と比較して369百万円増加（18.6％増）し2,359百万円と

なりました。これは主に、私募短期社債の新規購入（期末日以前に約定、期末時点では未決済）等により未払金が

302百万円増加したこと、並びに決算賞与の計上等により未払費用が93百万円増加したことによります。 

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は、前事業年度末と比較して520百万円減少（35.3％減）し953百万円とな

りました。これは主に、約定返済により長期借入金が566百万円減少したことによります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末と比較して1,089百万円増加（14.0％増）し8,893百万円と

なりました。これは主に、当期純利益が1,527百万円となり配当控除後の利益剰余金が1,029百万円増加したことに

よります。 

これらの結果、自己資本比率については前事業年度末と比較して3.6ポイント好転し、72.8％となりました。 

 

(b) 経営成績 

（売上高） 

当事業年度の売上高は、前事業年度と比較して848百万円増加（8.2％増）し11,235百万円となりました。これは

主に、教室数が前事業年度末に比較して87教室増加したことによります。 

（売上原価、販売費及び一般管理費） 

当事業年度の売上原価は、前事業年度と比較して489百万円増加（8.5％増）し6,232百万円となりました。 

売上原価率は、商品販売収入の増加等により、前事業年度と比較して0.2ポイント上昇し、55.5％となりました。 

当事業年度の販売費及び一般管理費は、前事業年度と比較して166百万円増加（8.3％増）し2,183百万円となりま

した。これは主に、生徒募集活動の強化に伴い広告宣伝費が88百万円増加したこと、内部統制構築に係るコンサル

ティング料の発生等により、支払手数料が60百万円増加したことによります。 

（営業利益） 

上記の営業損益計算の結果、当事業年度の営業利益は、前事業年度と比較して192百万円増加（7.3％増）し2,818

百万円となりました。 

一方、売上高営業利益率については、前事業年度と比較して0.2ポイント低下し、25.1％となりました。 

（営業外収益、営業外費用） 

当事業年度の営業外収益は、前事業年度と比較して37百万円増加（22.8％増）し203百万円となりました。これは

主に、有価証券利息が29百万円及び受取配当金が12百万円、それぞれ増加したことによります。 

当事業年度の営業外費用は、前事業年度と比較して72百万円増加（149.5％増）し120百万円となりました。これ

は主に、複合金融商品の時価の下落に伴い投資有価証券評価損61百万円を計上したことによります。 

（経常利益） 

上記の経常損益計算の結果、当事業年度の経常利益は、前事業年度と比較して157百万円増加（5.8％増）し2,901

百万円となりました。一方、売上高経常利益率については、前事業年度と比較して0.6ポイント低下し、25.8％とな

りました。しかしながら、学習塾業界では引き続きトップレベルの収益性を維持しております。 

（特別利益、特別損失） 

当事業年度の特別利益は、前事業年度と比較して７百万円増加（90.3％増）し15百万円となりました。 

当事業年度の特別損失は、前事業年度と比較して109百万円増加（88.5％増）し233百万円となりました。 

これは主に、その他有価証券の減損処理に伴い投資有価証券評価損が70百万円増加したこと、並びにソフトウェ

ア除却損44百万円を計上したことによります。 

（当期純利益） 

上記の結果、当事業年度の当期純利益は、前事業年度と比較して41百万円増加（2.8％増）し1,527百万円となり

ました。１株当たり当期純利益は、前事業年度の44円52銭に対し、当事業年度は45円98銭と増加いたしました。 
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c. 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当社は、学習塾事業という特性上、早期における債権回収及び低資本による教室開設・運営が可能であり、特段の

投融資がない限り、剰余金の増加により現金及び現金同等物の増減は毎期プラスとなります。 

当事業年度における現金及び現金同等物は、法人税等の支払額1,321百万円及び長期借入金の返済による支出566百

万円等の資金減少要因がありましたが、税引前当期純利益が2,682百万円（前年同期比2.1％増）と高水準であったこ

と等により、前事業年度末に比べ965百万円増加（同25.0％増）し、当事業年度末には4,833百万円となりました。 

 

d. 経営者の問題認識と今後の方針について 

当社経営陣は、急速な業界環境や経済動向の変化に対応するため、将来の透視図を描き、収益機会を創造し、明確

な目標設定を基本とする戦略的事業展開を推進し、 善の経営意思決定をするように努めております。 

なお、今後の解決すべき主たる重点課題及び今後の方針等は、３．〔経営方針〕の（3）〔中長期的な会社の経営戦略

並びに会社の対処すべき課題〕をご参照下さい。  

 

④ キャッシュ・フロー 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ965百万円増加（同25.0％

増）し、当事業年度末には4,833百万円となりました。 

 

当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は1,899百万円（前年同期比25.5％増）となりました。 

これは主に、「明光義塾」事業が堅調に推移したことに伴い、税引前当期純利益2,682百万円と高水準であったこと、

法人税等の支払額1,321百万円があったこと等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において投資活動の結果得られた資金は104百万円（前年同期比69.9％減）となりました。 

これは主に、無形固定資産の取得による支出103百万円、投資有価証券の取得による支出202百万円及び定期預金の

純増加による支出額224百万円等の資金減少要因がありましたが、有価証券の償還による収入600百万円等の資金増加

要因があったこと等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は1,038百万円（前年同期は得られた資金は733百万円）となりま

した。 

これは主に、長期借入金の返済による支出566百万円、並びに配当金の支払額498百万円があったこと等によるもの

であります。 

 

 ⑤ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年８月期 平成18年８月期 平成19年８月期 平成20年８月期

自己資本比率(％) 77.0 79.9 69.3 72.8

時価ベースの自己資本比率（％） 233.5 213.4 195.5 125.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － 103.0 52.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 213.0 85.4
   

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）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おります。 

  （注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

  （注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 
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(2) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けており、新たな事業投資及び業容の拡大に備え

るための内部留保を行うとともに、経営成績の伸長に見合った成果の配分や安定配当を継続的なものとすることを基本

方針としております。 

従来は年間配当性向25％～30％を目処としておりましたが、今後は35％程度を目処とし、株主の皆様への利益還元を

より一層重視する所存でございます。 

また、剰余金の配当の回数は、中間配当及び期末配当の年２回を原則的な基本方針としております。 

配当の決定機関は、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができ

る旨を定款に定めております。なお、自己株式の取得・消却、剰余金のその他の処分については、当社の財政状態等を

勘案し、適宜、適切な対応を検討してまいります。 

この基本方針に基づき、当事業年度につきましては、過去 高の経営成績を達成したことや、資金状況等を踏まえ、

平成20年10月22日開催予定の取締役会において、次のように剰余金の処分に関する決議を予定しております。 

① 期末配当に関する事項 

ｲ. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

   普通株式１株につき金10円 総額332,583,270円 

ﾛ. 剰余金の配当が効力を生じる日 

   平成20年11月25日 

②  剰余金の処分に関する事項 

ｲ. 増加する剰余金の項目及びその額 

   別途積立金     1,000,000,000円 

ﾛ. 減少する剰余金の項目及びその額 

   繰越利益剰余金 1,000,000,000円 

この結果、当事業年度の配当につきましては、中間配当金７円を含め、１株当たり年間配当金を17円（平成19年８月

期より３円増配）とさせていただく予定であります。当事業年度の配当性向につきましては37.0％となる予定でありま

す。 

なお、次期（平成21年８月期）の剰余金の配当につきましては、中間配当金９円、期末配当金９円とし、合わせまし

て１株当たり年間配当金18円（平成20年８月期より１円増配）とさせていただく予定であります。 

 

(3) 事業等のリスク 

本資料に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が

判断したものであります。また、以下に記載したリスクは主要なものであり、これらに限られるものではありません。 

 

① フランチャイズ契約について 

当社は、全国に個別指導塾「明光義塾」のフランチャイズチェーン展開を図るために、加盟者とフランチャイズ契

約を締結し、教室開設指導及び継続的な教室経営指導並びに教室用備品、教室用機器、教材、テスト及び広告宣伝物

等の商品販売を行っております。 

当社といたしましては、フランチャイズ加盟者への経営指導により、経営者意識の確立、生徒の募集及び教室数の

増加に注力しております。また、当社とフランチャイズ加盟者が一体となり「明光義塾」の優位性の向上を図るため、

様々な施策を図っております。 

しかしながら、何らかの事情によりフランチャイズ加盟者は、当社とのフランチャイズ加盟契約を解消する可能性

があります。また、当社の指導の及ばない範囲で、フランチャイズ加盟者の契約違反等が発生する場合があります。 

上記のような事態が発生した場合、当社の経営成績に影響を及ぼすだけでなく、ブランドイメージにも影響を与え、

事業展開及びフランチャイズ展開に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 業界動向について 

当社が属する学習塾業界は、いわゆる「少子化」の進行により、市場規模が微減傾向にあり、今後もこの傾向は続

くものと予想されております。 

このような状況下、業界の 近の動向として、時代のニーズの変化に応じ、集団指導塾から個別指導塾へシフトす

る学習塾が増加しております。個別指導の指導形態は一人ひとりの子どもを大切に教育するという社会の傾向を受け
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て着実に伸びており、今後も需要が高まるものと予想されております。 

また、近年では個別指導塾の中でも差別化が進む傾向が顕著であります。個別指導塾においては、当社が経営する

「明光義塾」、株式会社東京個別指導学院が経営する「東京個別指導学院」、並びに株式会社リソー教育が経営する「ト

ーマス」等が有力塾とされており、その他に集団指導塾が併営する個別指導塾等があります。 

以上のような状況下にあって、当社は個別指導塾として優位性を維持できるものと考えておりますが、競合他社の

事業拡大や新規参入等により、業績に影響を与える可能性があります。 

 

③ 個人情報管理について 

当社は、学習塾を経営するとともに、独自のフランチャイズシステムに基づき、加盟者と契約を締結し継続的な教

室運営指導を行っております。なお、教室運営の過程において、生徒、保護者及び講師等の個人情報を入手する立場

にあります。当社では、これらの個人情報管理について、「個人情報保護規程」に則り、「リスク管理委員会」による

情報漏洩未然防止策の検討、施策の運用状況の検証等を行い、個人情報保護対策に努めております。 

しかしながら、様々な要因によりこれらの個人情報が漏洩する可能性があります。 

上記のような事態が発生した場合、顧客からの信用が失墜するとともに、営業機会の損失及び損害賠償の請求等、当

社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

④ 有価証券の価格変動リスクについて 

当社が所有する有価証券の会計処理については、「金融商品に係る会計基準」を適用しております。 

市場性のあるその他有価証券は時価評価を行い、時価と取得原価との差額については、税効果会計適用後、純資産の

部にその他有価証券評価差額金として表示しております。 

満期保有目的の債券、関連会社株式及び市場性のないその他有価証券（複合金融商品で一定のものを除く。）は、償

却原価法又は原価法により貸借対照表価額としております。 

なお、これら有価証券の将来の市場価額及び実質価額が著しく下落し、回復可能性があると判断できないものにつ

いては、減損処理が必要となり、損益に影響を与える可能性があります。 

また、複合金融商品で一定のものについては、当該金融商品全体を時価評価し、評価差額（主として、複合金融商

品に組み込まれた先物為替予約を時価評価した際生じる評価差額）を損益に計上しております。したがいまして、為

替の相場等の状況により多額の評価損を計上する可能性があります。 

 

⑤ ストック・オプションについて 

当社は、当社の取締役・従業員に対して当社の業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的として、旧商法第

280条ノ20及び第280条ノ21の規定並びに会社法第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づき、新株予約

権を発行する方法によるストック・オプション制度を採用しております。 

平成20年８月31日現在の同新株予約権に係る潜在株式残数は619,000株であり、これは同日現在の発行済株式総数

34,731,900株の1.78％に相当いたします。 

これらの新株予約権が行使された場合、当社の１株当たりの株主価値は希薄化いたします。また、当社株式の株価

次第では、短期的な需給バランスの変動が発生し、株価形成に影響を受ける可能性があります。 

今後についても、上記目的のもとに、取締役・従業員等に対して新株予約権の付与を行うことを検討しております

が、当該新株予約権の付与は、更なる株式価値の希薄化を招く可能性があります。 
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（授業及び商品販売等） 

（教室運営指導 
及び商品販売等） 

（教室運営指導 
及び商品販売等） 

（商品販売等） 

（授業及び商品販売等） 

２．企業集団の状況 
 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社明光ネットワークジャパン）及び関連会社１社により構

成されており、学習塾直営事業として明光義塾直営教室を経営するとともに、学習塾フランチャイズ事業として独自のフ

ランチャイズシステムに基づき、加盟者と契約を締結し継続的な教室運営、指導を行っております。 

また、その他の事業として、サッカースクール事業等を行っております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

 

(1) 学習塾直営事業 ・・・ 個別指導塾「明光義塾」直営教室における学習指導及び教材、テスト等商品販売 

(2) 学習塾フランチャイズ事業 ・・・ 個別指導塾「明光義塾」フランチャイズ教室における教室開設指導、経営指導及び教

室用備品、教室用機器、教材、テスト、広告宣伝物等商品販売 

(3) そ の 他 の 事 業 ・・・ 子ども対象のサッカースクール事業 

 関連会社の事業 ・・・ 「株式会社創企社」におけるテレマーケティング関連事業及

び保険代理店事業他 

 

    当社の関係会社は以下のとおりであります。 

   （関連会社） 

名 称 住 所 
資本金又

は出資金
主要な事業内容 

議決権の 

所有(被所

有)割合

関 係 内 容

  百万円  ％  

株式会社創企社 
神奈川県横浜市

港北区 
164

（その他の事業）

ﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ関連事業

及び保険代理店事業

他 

30.4 

資本提携 

役員の兼任あり 

（当該会社の非常

勤役員を当社の従

業員が兼任してお

ります。） 
 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             <学習塾直営事業> 

< 学 習 塾 フ ラ ン チ ャ イ ズ 事 業 >    <そ の 他 の 事 業> <その他の事業> 

 

 

 

                                        （注）関連会社 

 

 

 
  

顧   客  （ 生 徒 ・ 受 講 生 等 ） 

フ ラ ン チ ャ イ ズ 教 室 
（ 三 者 間 契 約 ） 
(主として九州地区明光義塾教室) 

エリアフランチャイズ 
（株式会社明光ネットワーク九州） 

 
 
当       社 

フ ラ ン チ ャ イ ズ 教 室
（ 二 者 間 契 約 ）
（株式会社 MAXIS ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ他）

明 光 義 塾 直 営 教 室 
明 光 サ ッ カ ー ス ク ー ル 

（授業及び商品販売等） 

（教室運営指導 
及び商品販売等） 

株 式 会 社 創 企 社 (注) 
   (ﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ関連事業 

及び保険代理店事業他) 
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３．経営方針 
 

(1) 会社の経営の基本方針 

 

〈経営理念〉 

 

 ・ 教育･文化事業への貢献を通じて人づくりを目指す 

 ・ フランチャイズノウハウの開発普及を通じて自己実現を支援する 

 

上記２つの経営理念のもとに、事業活動を通じて民間教育企業としての人づくりと、フランチャイズノウハウの提

供による自己実現支援企業としての役割を果たすことで社会に貢献し、社会からその存在を認められる社会的存在価

値の高い企業でありたいと考えております。 

 

〈教育理念〉 

 

・ 個別指導による自立学習を通じて創造力豊かで自立心に富んだ２１世紀社会の人材を育成する 

 

上記の教育理念により多様化する教育に対する様々なニーズに応えたいと考えております。 

 

〈経営基本方針〉 

 

・ 教育･文化事業への貢献を通じて顧客･株主･社員の三位一体の繁栄を目指す 

 

上記の経営基本方針により全社一丸となり経営理念、教育理念の具現化を図ることを目指しております。 

 

２１世紀は、物質文明から精神文明の時代になるであろうとの予測もあるだけに、当社の使命は重大であると考え

ております。当社といたしましては、「人づくり」を中心とし、新しいもの、未知なるものへ挑戦する意欲と広い視野

を持ち、将来的には生涯教育への対応やフランチャイズシステムのネットワーク化を通じて、教育産業等におけるフ

ランチャイズのトップブランドを確立し、常に前進し続ける企業の実現を目指しております。 

 
(2) 目標とする経営指標 

当社では、売上高及び経常利益の持続的成長を 大の経営目標とし、売上高経常利益率を経営上重要な指標と考えて

おります。中長期的には、資本効率をより意識した経営に努め、資本効率性をはかる指標である総資産利益率（ＲＯＡ）

及び自己資本利益率（ＲＯＥ）の向上に努め、企業価値の増大を目指してまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略並びに会社の対処すべき課題 

当社は、昨年、「中期経営計画」（平成20年８月期～平成22年８月期）を策定いたしました。 

本中期経営計画は、「学習塾業界を取り巻く大きな環境変化」に対応するため、中長期的な視点により、安定的な生

徒数の増加等を可能とする経営基盤の強化を図るものであります。 

現在、当学習塾業界は、少子化の進行と個別指導塾の急速な増加により厳しい環境が続いております。今後において

も、このような傾向に加え、生徒・保護者ニーズの多様化、高度化がますます顕著になり、提供サービスのクオリティ

向上が強く求められるものと予測されます。 

このような環境認識に基づき、当社における永続的なテーマである「人材育成」「教務力の強化」を主に、実効性の

ある具体的な方針を立案・推進するとともに、創立以来の「経営理念」「教育理念」「経営基本方針」の更なる徹底や、

コンプライアンス（法令遵守及び企業倫理の確立）の浸透並びに、経営の効率性の追求等により企業価値の向上に尽力

してまいります。 

また、中長期的な視点では、新たな飛躍を図るため、他社とのアライアンス及びＭ＆Ａ等も視野に入れた新しい事業

領域への進出も計画してまいります。 

なお、平成20年８月28日に株式会社学習研究社と、業務資本提携契約を締結しております。これは、各々の得意分野

やリソースを有効活用し新たなシナジーの創出、並びに業務効率の推進を目指すことによって、両社の企業価値向上が

図れるものと判断し締結したものであります。これにより、両社の対面教育事業における生徒の相互紹介、学研教材の

明光義塾への導入、並びに教材の共同開発等を推進し、中長期的な業績の向上につなげてまいります。 
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平成21年８月期の収益計画値につきましては、１．〔経営成績〕の（1）〔経営成績に関する分析〕② 次事業年度の見

通しの項目をご参照下さい。 

当社は今後においても、将来の透視図を描き、収益機会を創造し、 善の経営意思決定をするように努めてまいりま

す。 

以下の項目を経営目標並びに経営戦略として掲げております。 

【 経営目標 】 

① 「明光義塾」2,000教室、生徒数20万名を確立していくための社内体制の構築 

② 高収益で強固な経営基盤の確立 

 

【 経営戦略 】 

① 成長性の確保 

 ◇ 「明光義塾」2,000教室の早期実現 

 ◇ １教室当たり平均生徒数の増加 

② 収益性の強化 

 ◇ 教室経営力の向上 

◇ 教室システムの稼動開始 

③ 「明光式」個別指導の確立 

 ◇ コアコンピタンスを仕組化 

◇ 授業の質の向上と均質化 

④ 新システムの本格稼動・本格活用 

 ◇ 業務プロセスの合理化 

 ◇ 経営意思決定に有用な情報の即時提供 

⑤ 人材力・組織力の強化 

 ◇ 研修制度の充実 

◇ 自己成長の促進、支援 

◇ 教室を強力にサポートする本社組織の確立 

⑥ ガバナンス（企業統治）体制の強化 

 ◇ Ｊ-ＳＯＸ法対応 

 ◇ コンプライアンス（法令遵守）経営の徹底 

◇ リスク管理体制の強化 

⑦ 新規事業開発体制の確立 

 ◇ アライアンス及びＭ＆Ａをも視野に入れた新しい事業領域への進出計画の促進 

 

これら事業拡大への積極投資と経営の革新化を推進し、収益機会の多角化、永続的な成長路線の維持に取り組んでま

いります。 

 

(4) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．財務諸表 

 (1) 貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
（平成19年８月31日） 

当事業年度 
（平成20年８月31日） 

期  別 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比

（資産の部）  ％  ％

Ⅰ 流動資産   

１． 現金及び預金  4,917,735  5,699,041

２． 売掛金  636,151  695,168

３． 有価証券  500,000  1,184,000

４． 商品  60,089  45,559

５． 貯蔵品  18,316  16,713

６． 前渡金  14,169  60

７． 前払費用  95,502  75,231

８． 繰延税金資産  142,184  141,234

９． 短期貸付金  61  －

10． その他  18,456  16,219

11． 貸倒引当金  △    31,905  △    44,427

 流動資産合計  6,370,761 56.5  7,828,801 64.1

Ⅱ 固定資産   

１． 有形固定資産   

(1) 建物  202,142 218,065 

 減価償却累計額  △ 105,625 96,516 △ 124,432 93,632

(2) 器具備品  129,865 139,094 

 減価償却累計額  △  54,480 75,384 △  61,291 77,803

(3) 土地  18,486  18,486

 有形固定資産合計  190,387 1.7  189,922 1.6

２． 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  90,386  71,163

(2) ソフトウェア仮勘定  176,638  178,728

(3) 電話加入権  17,615  18,197

 無形固定資産合計  284,640 2.5  268,090 2.2

３． 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  2,464,923  1,868,429

(2) 関係会社株式  43,328  43,328

(3) 出資金  20  20

(4) 長期前払費用  6,952  7,859

(5) 繰延税金資産  367,638  433,635

(6) 敷金・保証金  424,995  445,081

(7) 投資不動産  851,327 851,327 

 減価償却累計額  △  77,749 773,578 △  94,258 757,068

(8) 長期性預金  340,000  364,000

 投資その他の資産合計  4,421,435 39.3  3,919,422 32.1

 固定資産合計  4,896,463 43.5  4,377,434 35.9

 資産合計  11,267,225 100.0  12,206,236 100.0
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    （単位：千円）

前事業年度 
（平成19年８月31日） 

当事業年度 
（平成20年８月31日） 

期  別 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比

 （負債の部）  ％  ％

Ⅰ 流動負債   

１． 買掛金  58,301  81,853

２． 一年以内返済予定の長期借入金  566,400  566,400

３． 未払金  14,518  317,458

４． 未払費用  337,988  431,410

５． 未払法人税等  594,000  511,000

６． 未払消費税等  50,658  82,593

７． 前受金  53,311  64,236

８． 預り金  101,684  112,841

９． 賞与引当金  177,468  180,174

10． 役員賞与引当金  22,900  －

11． その他  12,593  11,412

 流動負債合計  1,989,823 17.6  2,359,380 19.3

Ⅱ 固定負債   

１． 長期借入金  992,000  425,600

２． 退職給付引当金  285,532  322,145

３． 役員退職慰労金引当金  135,130  146,970

４． 預り保証金  60,555  58,286

 固定負債合計  1,473,217 13.1  953,002 7.8

 負債合計  3,463,041 30.7  3,312,382 27.1
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（単位：千円）

前事業年度 
（平成19年８月31日） 

当事業年度 
（平成20年８月31日） 

期  別 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比

（純資産の部）  ％  ％

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  944,003 8.4  960,578 7.9

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  887,171 903,596 

 資本剰余金合計  887,171 7.9  903,596 7.4

３． 利益剰余金   

(1) 利益準備金  54,482  54,482  

(2) その他利益剰余金   

 別途積立金  4,647,000 5,547,000 

繰越利益剰余金  1,687,161  1,817,135  

 利益剰余金合計  6,388,643 56.7  7,418,617 60.8

４． 自己株式  △   321,601 △  2.9  △   327,467 △ 2.7

 株主資本合計  7,898,217 70.1  8,955,325 73.4

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差額金  △    94,967 △  0.8  △    64,333 △  0.5

 評価・換算差額等合計  △    94,967 △  0.8  △    64,333 △  0.5

Ⅲ 新株予約権  933 0.0  2,861 0.0

 純資産合計  7,804,183 69.3  8,893,853 72.9

 負債純資産合計  11,267,225 100.0  12,206,236 100.0
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 (2) 損益計算書 

（単位：千円）

 

  （
前事業年度 

自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日 ） （

当事業年度 
自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日） 

期  別 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比

   ％  ％

Ⅰ 売上高   

１．直営教室収入  4,993,332 5,356,028 

２．加盟教室収入  3,434,912 3,682,802 

３．商品販売収入  1,839,393 2,059,506 

４．その他収入  118,827 10,386,465 100.0 136,815 11,235,153 100.0

Ⅱ 売上原価  5,742,996 55.3  6,232,874 55.5

 売上総利益  4,643,469 44.7  5,002,278 44.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．広告宣伝費  430,752 519,116 

２．販売促進費  653,398 620,790 

３．貸倒引当金繰入額  25,063 26,398 

４．貸倒損失  7,206 4,585 

５．役員報酬  147,864 166,285 

６．給与諸手当  170,821 170,582 

７．賞与  24,299 32,586 

８．賞与引当金繰入額  21,441 21,252 

９．役員賞与引当金繰入額  22,900 － 

10．退職給付費用  6,260 7,526 

11．役員退職慰労金引当金繰入額  11,515 15,040 

12．福利厚生費  41,436 50,984 

13．法定福利費  32,745 35,267 

14．旅費交通費  17,726 23,053 

15．消耗品費  14,423 17,056 

16．支払手数料  77,111 137,246 

17．減価償却費  20,320 22,516 

18．賃借料  128,809 131,708 

19．その他  162,832 2,016,930 19.4 181,328 2,183,328 19.4

 営業利益  2,626,539 25.3  2,818,950 25.1
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   （単位：千円）

（
前事業年度 

自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日

 

） 
期  別 

 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比

   ％  ％

Ⅳ 営業外収益   

１． 受取利息  13,138 14,652 

２． 有価証券利息  － 44,491 

３． 受取配当金  26,259 39,215 

４. 賃貸料収入  94,843 86,727 

５. 違約金収入  4,227 － 

６． その他  27,258 165,726 1.6 18,404 203,492 1.8

Ⅴ 営業外費用   

１． 支払利息  12,005 20,410 

２． 投資有価証券評価損  － 61,680 

３. 賃貸料原価  31,556 32,552 

４． その他  4,787 48,348 0.5 5,990 120,633 1.1

 経常利益  2,743,916 26.4  2,901,809 25.8

Ⅵ 特別利益   

１． その他の関係会社有価証券売却益  － 15,000 

２． 過年度給与諸手当戻入額  7,883 7,883 0.1 － 15,000 0.2

Ⅶ 特別損失   

１． 有形固定資産除却損 ※１ 6,815 1,292 

２． ソフトウェア除却損  － 44,920 

３． 投資有価証券評価損  117,313 124,128 1.2 187,758 233,970 2.1

 税引前当期純利益  2,627,672 25.3  2,682,838 23.9

 法人税、住民税及び事業税  1,213,399 1,241,275 

 法人税等調整額  △    71,974 1,141,424 11.0 △    86,072 1,155,203 10.3  

 当期純利益  1,486,247 14.3  1,527,634 13.6
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 売上原価明細書 

（単位：千円）

  （
前事業年度 

自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日

 

）   （
当事業年度 

自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日

 

） 
期  別 

 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 

   ％ ％

Ⅰ 仕入原価  

 期首商品たな卸高  68,909 60,089

 当期商品仕入高  1,306,948 1,441,673

 期末商品たな卸高  60,089 45,559

 当期仕入原価  1,315,767 22.9 1,456,203 23.4

Ⅱ 人件費  

 給与諸手当  2,293,653 2,426,189

 賞与  141,403 215,862

 賞与引当金繰入額  156,026 158,922

 退職給付費用  60,585 63,977

 その他  181,104 194,324

 当期人件費  2,832,773 49.3 3,059,276 49.1

Ⅲ 経費  

 賃借料  530,476 573,411

 支払手数料  195,592 190,602

 旅費交通費  230,944 240,102

 減価償却費  37,414 33,536

 その他  600,028 679,741

 当期経費  1,594,455 27.8 1,717,394 27.5

 当期売上原価  5,742,996 100.0 6,232,874 100.0

    
 （注） 売上原価は、教室等の運営に関して直接発生した費用並びに本社及び事務局における営業活動に関して直接発生

した費用であります。 
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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９月１日 至 平成19年８月31日）                       （単位：千円） 

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
別途積立金

繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成18年８月31日 残高 936,594 879,820 54,482 3,727,000 1,723,073 5,504,555 △ 82,849 7,238,120

事業年度中の変動額   

新株の発行 

（新株予約権の行使） 
7,408 7,351  14,760

別途積立金の積立て  920,000 △920,000 － －

剰余金の配当  △602,159 △602,159 △602,159

当期純利益  1,486,247 1,486,247 1,486,247

自己株式の取得   △238,751 △238,751

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 7,408 7,351 － 920,000 △ 35,912 884,087 △238,751 660,096

平成19年８月31日 残高 944,003 887,171 54,482 4,647,000 1,687,161 6,388,643 △321,601 7,898,217

 

評価・換算 

差額等 

 
その他有価

証券評価差

額金 

新株予約権 純資産合計

平成18年８月31日 残高 △ 59,360 － 7,178,759

事業年度中の変動額  

新株の発行 

（新株予約権の行使） 
 14,760

別途積立金の積立て  －

剰余金の配当  △602,159

当期純利益  1,486,247

自己株式の取得  △238,751

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

（純額） 

△ 35,606 933 △ 34,673

事業年度中の変動額合計 △ 35,606 933 625,423

平成19年８月31日 残高 △ 94,967 933 7,804,183

 

 

 

 



 

㈱明光ネットワークジャパン（4668）平成20年８月期決算短信（非連結） 

20 

当事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）                       （単位：千円） 

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
別途積立金

繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成19年８月31日 残高 944,003 887,171 54,482 4,647,000 1,687,161 6,388,643 △321,601 7,898,217

事業年度中の変動額   

新株の発行 

（新株予約権の行使） 
16,575 16,425  33,000

別途積立金の積立て  900,000 △900,000 － －

剰余金の配当  △497,660 △497,660 △497,660

当期純利益  1,527,634 1,527,634 1,527,634

自己株式の取得   △  5,866 △  5,866

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 16,575 16,425 － 900,000 129,974 1,029,974 △  5,866 1,057,108

平成20年８月31日 残高 960,578 903,596 54,482 5,547,000 1,817,135 7,418,617 △327,467 8,955,325

 

評価・換算 

差額等 

 
その他有価

証券評価差

額金 

新株予約権 純資産合計

平成19年８月31日 残高 △ 94,967 933 7,804,183

事業年度中の変動額  

新株の発行 

（新株予約権の行使） 
 33,000

別途積立金の積立て  －

剰余金の配当  △497,660

当期純利益  1,527,634

自己株式の取得  △  5,866

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

（純額） 

30,633 1,928 32,562

事業年度中の変動額合計 30,633 1,928 1,089,670

平成20年８月31日 残高 △ 64,333 2,861 8,893,853
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 (4) キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：千円）

（
前事業年度 

自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日

                  
）    （ 

当事業年度 
自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日

                   
）    
 

期  別
 
 
 
科  目 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 2,627,672 2,682,838 

減価償却費 61,474 110,370 

貸倒引当金の増減額（減少：△） 17,745 12,521 

賞与引当金の増減額（減少：△） 464 2,706 

役員賞与引当金の増減額（減少：△） 400 △    22,900 

退職給付引当金の増減額（減少：△） 39,268 36,612 

役員退職慰労金引当金の増減額（減少：△） 4,570 11,840 

受取利息及び受取配当金 △    55,808 △    98,359 

支払利息 12,005 20,410 

賃貸料収入 △    94,843 △    86,727 

違約金収入 △     4,227 － 

賃貸料原価 31,556 32,552 

その他の関係会社有価証券売却益 － △    15,000 

固定資産除却損 6,815 46,212 

投資有価証券評価損 117,313 249,438 

投資事業組合運用損益 109 － 

売上債権の増減額（増加：△） △    99,817 △    59,017 

たな卸資産の増減額（増加：△） 6,340 16,132 

仕入債務の増減額（減少：△） △    10,122 23,551 

未払消費税等の増減額（減少：△） △    12,449 31,935 

未払費用の増減額（減少：△） 20,164 95,248 

その他資産の増減額（増加：△） △    41,906 33,685 

その他負債の増減額（減少：△） 123 15,692 

その他 4,782 1,928 

小計 2,631,631 3,141,672 

利息及び配当金の受取額 47,664 101,617 

利息の支払額 △     7,103 △    22,236 

違約金の受取額 4,977 － 

法人税等の支払額 △ 1,163,952 △ 1,321,939 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,513,216 1,899,113 
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  （単位：千円）

（
前事業年度 

自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日

                 
）    （ 

当事業年度 
自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日

                   
）    
 

期  別
 
 
 
科  目 金  額 金  額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 700,000 600,000 

有形固定資産の取得による支出 △    97,995 △    28,693 

有形固定資産の売却による収入 1,044 658 

無形固定資産の取得による支出 △   190,358 △   103,917 

無形固定資産の売却による収入 509 218 

投資有価証券の取得による支出 △ 1,274,455 △   202,050 

投資有価証券の売却による収入 48,377 － 

その他の関係会社有価証券の売却による収入 － 15,000 

差入保証金の差入による支出 △    16,551 △    41,199 

差入保証金の返還による収入 20,616 19,941 

定期預金の純増減額（増加：△） 1,076,000 △   224,000 

その他 79,868 68,341 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 347,054 104,299 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,700,000 － 

長期借入金の返済による支出 △   141,600 △   566,400 

株式の発行による収入 14,760 33,000 

自己株式の取得による支出 △   238,751 △     5,866 

配当金の支払額 △   601,208 △   498,841 

財務活動によるキャッシュ・フロー 733,200 △ 1,038,107 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少額：△） 2,593,470 965,305 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,274,264 3,867,735 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高     ※１ 3,867,735 4,833,041 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度（自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日） 

  該当事項はありません。 

 

 当事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

   該当事項はありません。 

 

重要な会計方針 

期  別 
 
項  目 （ 

前事業年度 
自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日

 

） 
１．有価証券の評価基準及び 

評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）によっております。

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

 (2) 関連会社株式 

移動平均法による原価法によっており

ます。 

(2) 関連会社株式 

同左 

 (3) その他有価証券 (3) その他有価証券 

   時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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。 

  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）によっております。なお、組込デリ

バティブの時価を区分して測定するこ

とができない複合金融商品については、

全体を時価評価し、評価差額を損益に計

上しております。 

   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。 

なお、投資事業有限責任組合への出

資（証券取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）については、

投資事業有限責任組合契約に規定され

る決算報告日に応じて入手可能な決算

書を基礎とし、純資産の持分相当額を

取り込む方法によっております。 

  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。 

 

２．たな卸資産の評価基準及 

び評価方法 

(1) 商品 

総平均法による原価法によっておりま

す。 

(1) 商品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

総平均法による原価法によっておりま

す。 

(2) 貯蔵品 

同左 
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期  別 
 
項  目 （ 

前事業年度 
自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日

 

） 
３．固定資産の減価償却の方 

  法 

(1) 有形固定資産及び投資不動産 

イ．建物（附属設備を除く） 

平成10年３月31日以前に取得したもの

については、法人税法に規定する旧定率法

によっております。平成10年４月１日から

平成19年３月31日までに取得したものに

ついては、法人税法に規定する旧定額法に

よっております。平成19年４月１日以降に

取得したものについては、法人税法に規定

する定額法によっております。 

ロ．建物以外 

平成19年３月31日以前に取得したもの

については、法人税法に規定する旧定率法

によっております。平成19年４月１日以降

に取得したものについては、法人税法に規

定する定率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～47年 

器 具 備 品 ４年～15年 

(1) 有形固定資産及び投資不動産 

定率法によっております。ただし、平成

10年４月１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法によっており

ます。 

なお、主な耐用年数は、以下のとおりで

あります。 

建        物 ７年～47年 

器 具 備 品 ２年～15年 

 (2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(２年又は５年)

に基づく定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。 

 (3) 長期前払費用 

定額法によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

４．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

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額のうち当事業年度

の負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

(3) 役員賞与引当金 

――――――― 
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期  別 
 
項  目 （ 

前事業年度 
自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日

 

） 
 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に充てるため、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。 

数理計算上の差異については、各事業

年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労金引当金 

役員の退職慰労金の支出に充てるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給

額の100％を計上しております。 

(5) 役員退職慰労金引当金 

同左 

５．売上高の計上基準 (1) 直営教室収入 

授業料、講習料及び教室維持費 

受講期間に対応して計上しておりま

す。 

入会金 

入会時に計上しております。 

(1) 直営教室収入 

同左 

 

 (2) 加盟教室収入 

ロイヤルティ 

加盟教室の収入に対応して計上して

おります。 

(2) 加盟教室収入 

同左 

 フランチャイズ加盟金 

加盟契約締結時に計上しております。

 

 (3) 商品販売収入 

商品引渡し時に計上しております。 

(3) 商品販売収入 

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 

７．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしておりますので、特例処理を採

用しております。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段：金利スワップ 

  ヘッジ対象：借入金の利息 

 ③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約毎に行っておりま

す。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしているため、決算日における有

効性の評価を省略しております。 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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期  別 
 
項  目 （ 

前事業年度 
自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日

 

） 
８．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 

９．その他財務諸表作成の 

ための基本となる重要 

な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

会計方針の変更 

（ 
前事業年度 

自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日 

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日 

 

） 
（たな卸資産の評価方法の変更） 

たな卸資産の評価方法について、従来、商品については

先入先出法による原価法を採用し、貯蔵品については 終

仕入原価法による原価法を採用しておりましたが、当事業

年度より、商品及び貯蔵品とも総平均法による原価法を採

用しております。この変更は、事務処理の迅速化・効率化

の一環として、新会計システムの導入を行ったことを機

に、より期間損益計算の適正化を図ることを目的として行

ったものであります。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

――――――――― 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成18年５

月31日 企業会計基準適用指針第11号）を適用しておりま

す。 

この結果、販売費及び一般管理費の株式報酬費用が933

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が

同額減少しております。 

――――――――― 

（固定資産の減価償却方法の変更） 

 平成19年度の法人税法の改正（（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

ものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更し

ております。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。 

――――――――― 

 

表示方法の変更 

（ 
前事業年度 

自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日 

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日 

 

） 
――――――――― （損益計算書） 

前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「有価証券利息」（前事業年度15,336千

円）は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当

事業年度においては区分掲記しております。 
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追加情報 

（ 
前事業年度 

自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日 

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日 

 

） 
――――――――― （有形固定資産及び投資不動産の減価償却の方法） 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産及び投資不動産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上しております。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年８月31日） 

当事業年度 
（平成20年８月31日） 

１.               ―――――― １. 偶発債務 

平成19年12月27日付で、当社システムの開発に関するコ

ンサルティング業務委託契約及び開発請負契約の相手方

当事者である株式会社リアルナレッジより、未払いのコン

サルティング報酬とシステム開発請負代金合計112,428千

円の支払請求訴訟の提起を受けました。 

これに対し当社は、平成20年７月３日付で同社に対し、

債務不履行等として損害賠償等請求訴訟（訴額121,203千

円）を反訴提起しており、現在係争中であります。 

当社は、裁判で当社の正当性を主張し争っていく方針で

ありますが、訴訟の結果については、現時点で予測するこ

とはできません。 

 

（損益計算書関係） 

（ 
前事業年度 

自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日 

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日 

 

） 
※１．有形固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※１．有形固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

 建物 5,610 千円  建物 1,187 千円

 器具備品 1,204 千円  器具備品 105 千円

 合計 6,815 千円  合計 1,292 千円
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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９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） 

発行済株式     

  普通株式   （注）１ 34,524,000 57,600 － 34,581,600

    合計 34,524,000 57,600 － 34,581,600

自己株式  

  普通株式   （注）２ 1,080,073 384,500 － 1,464,573

    合計 1,080,073 384,500 － 1,464,573
 
（注） １． 普通株式の発行済株式総数の増加57,600株は、新株予約権の権利行使による増加であります。 

 ２． 普通株式の自己株式の株式数の増加384,500株は、市場買付けによる増加であります。 

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 前事業年度末
当事業年度

増加 

当事業年度

減少 
当事業年度末 

当事業年度

末残高 

（千円） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－ － － － － 933

（注） 上記の新株予約権の目的となる株式の種類並びに新株予約権の目的となる株式の数については、（ストック・オプ

ション等関係）に記載しております。 

 

 ３．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年11月22日 

定時株主総会 
普通株式 401,327 12 平成18年８月31日 平成18年11月24日

平成19年４月12日 

取締役会 
普通株式 200,832 ６ 平成19年２月28日 平成19年５月14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10月26日 

取締役会 
普通株式 264,936 利益剰余金 ８ 平成19年８月31日 平成19年11月26日
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当事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20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） 

発行済株式     

  普通株式   （注）１ 34,581,600 150,300 － 34,731,900

    合計 34,581,600 150,300 － 34,731,900

自己株式  

  普通株式   （注）２ 1,464,573 9,000 － 1,473,573

    合計 1,464,573 9,000 － 1,473,573
 
（注） １． 普通株式の発行済株式総数の増加150,300株は、新株予約権の権利行使による増加であります。 

 ２． 普通株式の自己株式の株式数の増加9,000株は、市場買付けによる増加であります。 

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 前事業年度末
当事業年度

増加 

当事業年度

減少 
当事業年度末 

当事業年度

末残高 

（千円） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－ － － － － 2,861

（注） 上記の新株予約権の目的となる株式の種類並びに新株予約権の目的となる株式の数については、（ストック・オプ

ション等関係）に記載しております。 

 

 ３．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年10月26日 

取締役会 
普通株式 264,936 ８ 平成19年８月31日 平成19年11月26日

平成20年４月10日 

取締役会 
普通株式 232,724 ７ 平成20年２月29日 平成20年５月12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 

   次のとおり、決議を予定しております。 

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10月22日 

取締役会 
普通株式 332,583 利益剰余金 10 平成20年８月31日 平成20年11月25日
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

（ 
前事業年度 

自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日 

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日 

 

） 
※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

               (平成19年８月31日現在)

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

               (平成20年８月31日現在)

  （千円）   （千円） 

 現金及び預金勘定 4,917,735   現金及び預金勘定 5,699,041  

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 1,550,000  預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 1,750,000  

 取得日から３ヶ月以内に償還期限   取得日から３ヶ月以内に償還期限  

 の到来する短期投資（有価証券） 500,000   の到来する短期投資（有価証券）（注） 884,000  

 現金及び現金同等物 3,867,735   現金及び現金同等物 4,833,041  

    (注) 期末日以前に約定し、期末日現在において未決済  

    である有価証券(300,000千円)は含めておりません。  
      

 

（リース取引関係） 

（ 
前事業年度 

自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日 

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日 

 

） 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１． リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

当事業年度におけるリース取引は重要性に乏しく、リー

ス契約一件当たりの金額が少額なため、記載を省略してお

ります。 

  

２．未経過リース料期末残高相当額  

 １年内 －千円     

 １年超 －千円     

 合計 －千円     

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  

 支払リース料 1,285千円     

 減価償却費相当額 1,207千円     

 支払利息相当額 11千円     

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

 

５．利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各事業年度への配分方法については、

利息法によっております。 

 

 

 

 

 

 

 

  （単位：千円）

 取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額 
相 当 額 

期末残高
相 当 額

器具備品 12,173 12,173 －
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成19年８月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの                                                        （単位：千円） 

 貸借対照表計上額 貸借対照表日における時価 差     額 

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの 

－ － － 

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの 

1,349,765 1,260,595 △    89,170 

合  計 1,349,765 1,260,595 △    89,170 

 

 ２．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

   時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりませんので、該当事項はありません。 
 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円）

 種  類 取得原価 貸借対照表計上額 差  額 

(1) 株式 133,456 146,545 13,088 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 208,032 210,094 2,062 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

小計 341,488 356,639 15,151 

(1) 株式 927,475 752,177 △ 175,297 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

小計 927,475 752,177 △ 175,297 

合  計 1,268,963 1,108,817 △ 160,146 

 

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日） 

（単位：千円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

48,377 522 － 

 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 

 (1) 満期保有目的の債券  

 利付金融債 699,765 

コマーシャル・ペーパー 500,000 

非上場円建外国債券 650,000 

(2) その他有価証券  

非上場株式 6,340 

 

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

（単位：千円）

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

満期保有目的の債券     

利付金融債 600,312 99,453 － － 

コマーシャル・ペーパー 500,000 － － － 

非上場円建外国債券 － － － 650,000 

合計 1,100,312 99,453 － 650,000 
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当事業年度（平成20年８月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの                                                        （単位：千円） 

 貸借対照表計上額 貸借対照表日における時価 差     額 

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの 

99,696 99,820 123 

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの 

350,000 308,266 △    41,733 

合  計 449,696 408,086 △    41,609 

 

 ２．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

   時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりませんので、該当事項はありません。 
 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円）

 種  類 取得原価 貸借対照表計上額 差  額 

(1) 株式 69,039 79,896 10,856 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

小計 69,039 79,896 10,856 

(1) 株式 803,438 691,936 △ 111,502 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 610,032 540,510 △  69,522 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

小計 1,413,470 1,232,446 △ 181,024 

合  計 1,482,510 1,312,342 △ 170,167 

（注）「貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」の「その他」の中には、複合金融商品が含まれており、その評価差

額△61,680千円を営業外費用に計上しております。 
 
 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 

 (1) 満期保有目的の債券  

 利付金融債 99,696 

コマーシャル・ペーパー 1,184,000 

非上場円建外国債券 350,000 

(2) その他有価証券  

非上場株式 6,340 

匿名組合出資 100,050 

 
 

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

（単位：千円）

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

(1) その他有価証券     

非上場円建外国債券 － － － 238,320 

匿名組合出資 － 100,050 － － 

(2) 満期保有目的の債券     

利付金融債 － 99,696 － － 

コマーシャル・ペーパー 1,184,000 － － － 

非上場円建外国債券 － － － 350,000 

合計 1,184,000 199,746 － 588,320 



 

㈱明光ネットワークジャパン（4668）平成20年８月期決算短信（非連結） 

33 

（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

（ 
前事業年度 

自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日 

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日 

 

） 
(1) 取引の内容及び利用目的等 

  変動金利の借入金の調達資金を固定金利の資金調達に

換えるため、金利スワップ取引を行っております。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。 

 ① ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ 

   ヘッジ対象：借入金の利息 

 ② ヘッジ方針 

   借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワ

ップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎

に行っております。 

  ③ ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満たして

いるため、決算日における有効性の評価を省略しており

ます。 

(2) 取引に対する取組方針 

  デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

を回避することを目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

(3) 取引に係るリスクの内容 

  当社の金利スワップ取引は、変動金利支払いの借入金

の金利上昇リスクを回避するための金利スワップ取引で

あり、実質的なリスクは有しないと判断しております。

  なお、取引相手先は信用度の高い国内の金融機関に限

っているため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用

リスクは、ほとんどないと判断しております。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

  取引は金利スワップ取引のみに限定されており、その

管理は経理部にて行っております。 

  なお、多額の借入金等は、取締役会の専決事項であり

ますので、それに伴う金利スワップ契約の締結等は、同

時に取締役会で決定されることとなります。 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

 

 

(3) 取引に係るリスクの内容 

同左 

 

 

 

 

 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

２．取引の時価等に関する事項 

前事業年度（平成19年８月31日現在） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

 

当事業年度（平成20年８月31日現在） 

     該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

   当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度と退職一時金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項                                （単位：千円） 

 前事業年度 

（平成19年８月31日） 

当事業年度 

（平成20年８月31日） 

(1) 退職給付債務 △  387,289  △  412,858  

(2) 年金資産 99,479  98,968  

(3) 未積立退職給付債務(1)+(2) △  287,809  △  313,889  

(4) 未認識数理計算上の差異 2,277  △    8,255  

(5) 未認識過去勤務債務（債務の減額） －  －  

(6) 貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5) △  285,532  △  322,145  

(7) 前払年金費用 －  －  

(8) 退職給付引当金(6)-(7) △  285,532  △  322,145  

 

３．退職給付費用に関する事項                                                   （単位：千円） 

 

（
前事業年度 

自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日） （

当事業年度 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日 ）

退職給付費用  66,846   71,504  

(1) 勤務費用  56,319   56,248  

(2) 利息費用  6,983   7,745  

(3) 期待運用収益  △ 1,794   △ 1,989  

(4) 数理計算上の差異の費用処理額  5,338   9,499  

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前事業年度 

（平成19年８月31日） 

当事業年度 

（平成20年８月31日） 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準  期間定額基準 

(2) 割引率 2.0％ 2.0％ 

(3) 期待運用収益率 2.0％ 2.0％ 

(4) 数理計算上の差異の処理年数 ５年 ５年 

 

（各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数に

よる定額法により按分した

額を、それぞれ発生の翌事業

年度から費用処理すること

としております。） 

同左 
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（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日） 
  
１．当該事業年度における費用計上額及び科目名 

    一般管理費（株式報酬費用）  933千円 
 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

  平成14年11月ストック・オプション 平成15年11月ストック・オプション 

当社取締役 ５名 当社取締役 １名
付与対象者の区分及び数 

当社従業員 59名 当社従業員 13名

ストック・オプション数  （注） 普通株式 1,296,000株 普通株式 174,000株

付与日 平成14年11月25日 平成15年11月26日 

権利確定条件 

付与日（平成14年11月25日）以降、権

利確定日（平成16年11月30日）まで継

続して勤務していること。 

付与日（平成15年11月26日）以降、権

利確定日（平成17年11月30日）まで継

続して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成14年11月25日 

至 平成16年11月30日 

自 平成15年11月26日 

至 平成17年11月30日 

権利行使期間 

自 平成16年12月１日 

至 平成19年11月24日 

なお、権利確定後退任又は退職した場

合は権利行使できない。ただし、任期

満了による退任又は定年退職により

係る地位を喪失した場合は、喪失後２

年間に限り権利行使を認める。 

自 平成17年12月１日 

至 平成20年11月25日 

なお、権利確定後退任又は退職した場

合は権利行使できない。ただし、任期

満了による退任又は定年退職により

係る地位を喪失した場合は、喪失後２

年間に限り権利行使を認める。 
 

 平成16年11月ストック・オプション 平成17年11月ストック・オプション 

当社取締役 １名 当社取締役 ３名
付与対象者の区分及び数 

当社従業員 293名 当社従業員 21名

ストック・オプション数  （注） 普通株式 1,047,000株 普通株式 67,000株

付与日 平成16年11月26日 平成17年11月25日 

権利確定条件 

付与日（平成16年11月26日）以降、権

利確定日（平成18年11月30日）まで継

続して勤務していること。 

付与日（平成17年11月25日）以降、権

利確定日（平成19年11月30日）まで継

続して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成16年11月26日 

至 平成18年11月30日 

自 平成17年11月25日 

至 平成19年11月30日 

権利行使期間 

自 平成18年12月１日 

至 平成21年11月25日 

なお、権利確定後退任又は退職した場

合は権利行使できない。ただし、任期

満了による退任又は定年退職により

係る地位を喪失した場合は、喪失後２

年間に限り権利行使を認める。 

自 平成19年12月１日 

至 平成22年11月24日 

なお、権利確定後退任又は退職した場

合は権利行使できない。ただし、任期

満了による退任又は定年退職により

係る地位を喪失した場合は、喪失後２

年間に限り権利行使を認める。 
 

 平成18年12月ストック・オプション 

当社取締役 １名
付与対象者の区分及び数 

当社従業員 15名

ストック・オプション数 普通株式 27,000株

付与日 平成18年12月28日 

権利確定条件 

付与日（平成18年12月28日）以降、権

利確定日（平成20年12月31日）まで継

続して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成18年12月28日 

至 平成20年12月31日 

権利行使期間 

自 平成21年１月１日 

至 平成23年12月31日 

なお、権利確定後退任又は退職した場

合は権利行使できない。ただし、任期

満了による退任又は定年退職により

係る地位を喪失した場合は、喪失後２

年間に限り権利行使を認める。 
 
（注）上記表に記載された株式数は、平成16年４月20日付株式分割（株式１株につき２株）、平成17年４月20日付株式分

割（株式１株につき３株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 
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 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に

換算して記載しております。 

   ①ストック・オプションの数 

 平成14年11月ストック・オプション 平成15年11月ストック・オプション 

権利確定前         （株） 

 前事業年度末 － －

 付与 － －

 失効 － －

 権利確定 － －

未確定残 － －

権利確定後         （株） 

前事業年度末 195,000 42,000

権利確定 － －

権利行使 42,600 6,000

 失効 6,000 －

 未行使残 146,400 36,000
 

 平成16年11月ストック・オプション 平成17年11月ストック・オプション 

権利確定前         （株） 

 前事業年度末 693,000 67,000

 付与 － －

 失効 － 8,000

 権利確定 693,000 －

未確定残 － 59,000

権利確定後         （株） 

前事業年度末 － －

権利確定 693,000 －

権利行使 9,000 －

 失効 87,000 －

 未行使残 597,000 －
  

 平成18年12月ストック・オプション 

権利確定前         （株） 

 前事業年度末 －

 付与 27,000

 失効 3,000

 権利確定 －

未確定残 24,000

権利確定後         （株） 

前事業年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

 失効 －

 未行使残 －
 
（注）上記表に記載された株式数は、平成16年４月20日付株式分割（株式１株につき２株）、平成17年４月20日付株式分

割（株式１株につき３株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 
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  ②単価情報 

 平成14年11月ストック・オプション 平成15年11月ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 185 311

行使時平均株価      （円） 606 606

公正な評価単価（付与日） （円） － －
  

 平成16年11月ストック・オプション 平成17年11月ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 557 648

行使時平均株価      （円） 614 －

公正な評価単価（付与日） （円） － －
 

 平成18年12月ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 608

行使時平均株価      （円） －

公正な評価単価（付与日） （円） 112.25
 
（注）権利行使価格については、平成16年４月20日付株式分割（株式１株につき２株）、平成17年４月20日付株式分割（株

式１株につき３株）による調整後の１株当たりの価格を記載しております。 

 

３．当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  当事業年度において付与された平成18年12月ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとお

りであります。 

 (1) 使用した評価技法 

   ブラック・ショールズ式 

 (2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法 

   ① 株価変動性 32.02％ 

     平成16年８月～平成18年12月の株価実績に基づき算定しております。 

   ② 予想残存期間 ３年６ヶ月 

     十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるもの

と推定して見積もっております。 

      ③ 予想配当 12円／株 

     平成18年８月期の配当実績によっております。 

   ④ 無リスク利子率 1.246％ 

     予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま 

す。 
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当事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

  

１．当該事業年度における費用計上額及び科目名 

    一般管理費（株式報酬費用）  1,928千円 
 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

  平成14年11月ストック・オプション 平成15年11月ストック・オプション 

当社取締役 ５名 当社取締役 １名
付与対象者の区分及び数 

当社従業員 59名 当社従業員 13名

ストック・オプション数  （注） 普通株式 1,296,000株 普通株式 174,000株

付与日 平成14年11月25日 平成15年11月26日 

権利確定条件 

付与日（平成14年11月25日）以降、権

利確定日（平成16年11月30日）まで継

続して勤務していること。 

付与日（平成15年11月26日）以降、権

利確定日（平成17年11月30日）まで継

続して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成14年11月25日 

至 平成16年11月30日 

自 平成15年11月26日 

至 平成17年11月30日 

権利行使期間 

自 平成16年12月１日 

至 平成19年11月24日 

なお、権利確定後退任又は退職した場

合は権利行使できない。ただし、任期

満了による退任又は定年退職により

係る地位を喪失した場合は、喪失後２

年間に限り権利行使を認める。 

自 平成17年12月１日 

至 平成20年11月25日 

なお、権利確定後退任又は退職した場

合は権利行使できない。ただし、任期

満了による退任又は定年退職により

係る地位を喪失した場合は、喪失後２

年間に限り権利行使を認める。 
 

 平成16年11月ストック・オプション 平成17年11月ストック・オプション 

当社取締役 １名 当社取締役 ３名
付与対象者の区分及び数 

当社従業員 293名 当社従業員 21名

ストック・オプション数  （注） 普通株式 1,047,000株 普通株式 67,000株

付与日 平成16年11月26日 平成17年11月25日 

権利確定条件 

付与日（平成16年11月26日）以降、権

利確定日（平成18年11月30日）まで継

続して勤務していること。 

付与日（平成17年11月25日）以降、権

利確定日（平成19年11月30日）まで継

続して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成16年11月26日 

至 平成18年11月30日 

自 平成17年11月25日 

至 平成19年11月30日 

権利行使期間 

自 平成18年12月１日 

至 平成21年11月25日 

なお、権利確定後退任又は退職した場

合は権利行使できない。ただし、任期

満了による退任又は定年退職により

係る地位を喪失した場合は、喪失後２

年間に限り権利行使を認める。 

自 平成19年12月１日 

至 平成22年11月24日 

なお、権利確定後退任又は退職した場

合は権利行使できない。ただし、任期

満了による退任又は定年退職により

係る地位を喪失した場合は、喪失後２

年間に限り権利行使を認める。 
 

 平成18年12月ストック・オプション 平成19年12月ストック・オプション 

当社取締役 １名 当社取締役 １名
付与対象者の区分及び数 

当社従業員 15名 当社従業員 14名

ストック・オプション数 普通株式 27,000株 普通株式 24,000株

付与日 平成18年12月28日 平成19年12月27日 

権利確定条件 

付与日（平成18年12月28日）以降、権

利確定日（平成20年12月31日）まで継

続して勤務していること。 

付与日（平成19年12月27日）以降、権

利確定日（平成21年12月31日）まで継

続して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成18年12月28日 

至 平成20年12月31日 

自 平成19年12月27日 

至 平成21年12月31日 

権利行使期間 

自 平成21年１月１日 

至 平成23年12月31日 

なお、権利確定後退任又は退職した場

合は権利行使できない。ただし、任期

満了による退任又は定年退職により

係る地位を喪失した場合は、喪失後２

年間に限り権利行使を認める。 

自 平成22年１月１日 

至 平成24年12月31日 

なお、権利確定後退任又は退職した場

合は権利行使できない。ただし、任期

満了による退任又は定年退職により

係る地位を喪失した場合は、喪失後２

年間に限り権利行使を認める。 
 
（注）上記表に記載された株式数は、平成16年４月20日付株式分割（株式１株につき２株）、平成17年４月20日付株式分

割（株式１株につき３株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 



 

㈱明光ネットワークジャパン（4668）平成20年８月期決算短信（非連結） 

39 

 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に

換算して記載しております。 

   ①ストック・オプションの数 

 平成14年11月ストック・オプション 平成15年11月ストック・オプション 

権利確定前         （株） 

 前事業年度末 － －

 付与 － －

 失効 － －

 権利確定 － －

未確定残 － －

権利確定後         （株） 

前事業年度末 146,400 36,000

権利確定 － －

権利行使 128,400 12,000

 失効 18,000 －

 未行使残 － 24,000
 

 平成16年11月ストック・オプション 平成17年11月ストック・オプション 

権利確定前         （株） 

 前事業年度末 － 59,000

 付与 － －

 失効 － 15,000

 権利確定 － 44,000

未確定残 － －

権利確定後         （株） 

前事業年度末 597,000 －

権利確定 － 44,000

権利行使 9,900 －

 失効 68,100 5,000

 未行使残 519,000 39,000
  

 平成18年12月ストック・オプション 平成19年12月ストック・オプション 

権利確定前         （株） 

 前事業年度末 24,000 －

 付与 － 24,000

 失効 11,000 －

 権利確定 － －

未確定残 13,000 24,000

権利確定後         （株） 

前事業年度末 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

 失効 － －

 未行使残 － －
 
（注）上記表に記載された株式数は、平成16年４月20日付株式分割（株式１株につき２株）、平成17年４月20日付株式分

割（株式１株につき３株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 
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  ②単価情報 

 平成14年11月ストック・オプション 平成15年11月ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 185 311

行使時平均株価      （円） 663 560

公正な評価単価（付与日） （円） － －
  

 平成16年11月ストック・オプション 平成17年11月ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 557 648

行使時平均株価      （円） 560 526

公正な評価単価（付与日） （円） － －
 

 平成18年12月ストック・オプション 平成19年12月ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 608 701

行使時平均株価      （円） － －

公正な評価単価（付与日） （円） 112.25 82.07
 
（注）権利行使価格については、平成16年４月20日付株式分割（株式１株につき２株）、平成17年４月20日付株式分割（株

式１株につき３株）による調整後の１株当たりの価格を記載しております。 

 

３．当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  当事業年度において付与された平成19年12月ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとお

りであります。 

 (1) 使用した評価技法 

   ブラック・ショールズ式 

 (2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法 

   ① 株価変動性 29.63％ 

     平成16年８月～平成19年12月の株価実績に基づき算定しております。 

   ② 予想残存期間 ３年６ヶ月 

     十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるもの

と推定して見積もっております。 

      ③ 予想配当 14円／株 

     平成19年８月期の配当実績によっております。 

   ④ 無リスク利子率 1.1％ 

     予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま 

す。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成19年８月31日） 

当事業年度 
（平成20年８月31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 

（単位：千円）            （単位：千円）

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動） 

賞与引当金等 80,897 賞与引当金等 82,130

未払事業税 44,363 未払事業税 38,665

未払事業所税 2,442 未払事業所税 2,442

貸倒引当金 10,430 貸倒引当金 14,176

その他 4,050 その他 3,820

計 142,184 計 141,234

繰延税金資産（流動）の純額 142,184 繰延税金資産（流動）の純額 141,234

  

繰延税金資産（固定） 繰延税金資産（固定） 

有価証券評価損 115,744 有価証券評価損 169,519

役員退職慰労金引当金 54,997 役員退職慰労金引当金 59,816

退職給付引当金 116,211 退職給付引当金 131,113

その他有価証券評価差額金 65,179 その他有価証券評価差額金 44,154

 その他 15,504  その他 29,031

     計 367,638      計 433,635

繰延税金資産（固定）の純額 367,638 繰延税金資産（固定）の純額 433,635

  

繰延税金資産の純額合計 509,822 繰延税金資産の純額合計 574,870

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

 

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

   

法定実効税率 40.7％ 法定実効税率 40.7％

（調整） （調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 0.2％ 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 0.2％

住民税均等割等 2.2％ 住民税均等割等 2.2％

その他 △ 0.3％ その他 △ 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.4％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1％

  

 

（企業結合等関係） 

 前事業年度（自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日） 

    該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

    該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

 前事業年度（自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日）       （単位：千円） 

関連会社に対する投資の金額 43,328   

持分法を適用した場合の投資の金額   37,305   

持分法を適用した場合の投資利益又は損失（△）の金額 △ 6,022   

 

当事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）       （単位：千円） 

関連会社に対する投資の金額 43,328   

持分法を適用した場合の投資の金額   61,327   

持分法を適用した場合の投資利益又は損失（△）の金額 24,021   

 

（関連当事者との取引） 

 前事業年度（自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日） 

  該当事項はありません。 

 

 当事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

   該当事項はありません。 

 

 

(１株当たり情報) 

（ 
前事業年度 

自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日 

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日 

 

） 

１株当たり純資産額           235.63円 １株当たり純資産額           267.33円 

１株当たり当期純利益金額         44.52円 １株当たり当期純利益金額         45.98円 

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額                               44.27円 

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額                               45.93円 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで 

あります。 
  （単位：千円）

 （
前事業年度 

自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日

 

） 
１株当たり当期純利益金額   

当期純利益 1,486,247 1,527,634 

普通株主に帰属しない金額 － － 

普通株式に係る当期純利益 1,486,247 1,527,634 

期中平均株式数（株） 33,384,892 33,222,861 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数（株） 190,638 40,705 

（うち新株予約権（株）） （190,638） （40,705）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

平成17年11月ストック・オプショ

ン（株式の数59,000株） 

なお、これらの詳細は、（ストッ

ク・オプション等関係）に記載の

とおりであります。 

平成17年11月ストック・オプショ

ン（株式の数39,000株）、 

平成18年12月ストック・オプショ

ン（株式の数13,000株）、 

平成19年12月ストック・オプショ

ン（株式の数24,000株）、 

なお、これらの詳細は、（ストッ

ク・オプション等関係）に記載の

とおりであります。 
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（重要な後発事象） 

（ 
前事業年度 

自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日 

 

） （
当事業年度 

自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日 

 

） 
――――――――― （業務資本提携に伴う第三者割当による自己株式処分） 

 当社は、平成20年８月28日開催の取締役会において、業

務資本提携に伴う第三者割当による自己株式の処分につい

て決議し、払込は平成20年９月17日に完了しております。

１．契約締結日    平成20年８月28日 

２．業務資本提携先  株式会社学習研究社 

３．業務提携の内容  

(1) 両社の対面教育事業における生徒の相互紹介 

 (2) 教材の共同開発等 

(3) 同社の教育システムを当社で活用 

(4) その他模擬試験の共同開発・実施、教具の共同購入、

講師の派遣等の実施 

４．資本提携の内容 

  学習研究社は明光ネットワークジャパンの保有する自

己保有普通株式1,473,573株を第三者割当による自己株

式処分により引受け、また、当社は、学習研究社発行済

普通株式2,450,000株程度、総額697,000,000円程度を限

度として市場買付等により取得する。 

５．自己株式処分の内容 

  (1) 株式の種類 普通株式 

(2) 処分の方法 第三者割当てによる処分 

(3) 株式の総数 1,473,573株 

 (4) 処分価額  １株につき473円 

                  （総額697,000,029円） 

  (5) 処分価額の算定方法 

平成20年７月28日から平成20年８月27日（取締役会

決議の前日）までの１ヶ月間の東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値の平均値である473

円（円未満切上げ）とする。 

  (6) 払込期日  平成20年９月17日 

 (7) 処分先   株式会社学習研究社 
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５．役員の異動 

 

(1) 新任取締役候補（平成20年11月21日付） 

  取締役（総務部長兼リスク管理部管掌）  高橋 恭光（現総務部長） 

取締役（ＦＣ事業部長）         松尾 克久（現ＦＣ事業部長） 

取締役（直営事業部長）         武正 芳和（現直営事業部長） 

 

(2) 昇任取締役候補（平成20年11月21日付） 

  取締役副社長                      奥井 世志子 

現専務取締役（現全体統轄兼管理部門管掌） 

  常務取締役（プロモーション部兼情報システム部兼業務管理部管掌） 田上 節朗  

     現取締役（現プロモーション部兼情報システム部管掌） 

  常務取締役（ＦＣ事業部管掌）              佐藤 浩章  

現取締役（現ＦＣ事業部管掌） 

  常務取締役（直営事業部兼教務部管掌）          山下 一仁 

現取締役（現直営事業部兼教務部管掌） 


