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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 8,248 4.2 716 △0.5 731 △0.3 360 25.8
20年3月期 7,914 9.5 720 △34.5 734 △34.1 286 △57.4

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 ％ ％ ％

21年3月期 35.75 ― 3.9 6.8 8.7
20年3月期 28.09 28.08 3.1 7.0 9.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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

21年3月期 10,923 9,340 85.5 930.73
20年3月期 10,464 9,215 88.1 910.99

（参考） 自己資本   21年3月期  9,340百万円 20年3月期  9,215百万円

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

21年3月期 1,093 △1,568 △225 1,626
20年3月期 909 △1,339 △259 2,326

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 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 182 64.1 2.0
21年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 180 50.3 2.0

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 18.00 18.00 41.5

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

3,959 0.2 171 △49.3 179 △48.0 103 △47.6 10.31

通期 8,406 1.9 726 1.4 740 1.3 435 20.9 43.38

1



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、15ページ「重要な会計方針の変更」をご覧下さい。 

(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、26ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 10,309,200株 20年3月期 10,309,200株

② 期末自己株式数 21年3月期  273,072株 20年3月期  193,132株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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きましては、添付資料の３ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」を参照してください。 

2



１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

  当事業年度における日本経済は、平成20年9月の米国金融機関の破綻から端を発した世界的な景気後退局面のな

か、株価の急落や円高の急進が企業業績を圧迫しました。その結果、雇用情勢・個人消費等にもマイナスの影響が

出始め、全体として厳しい状況で推移しました。 

  当業界は、「比較的景気の影響を受けにくい」という評価が一部にはあるものの、やはり経済情勢の悪化による

消費者マインドの冷え込み等の影響を受け、特に新規顧客獲得という局面において、各社厳しい現状に直面してお

ります。 

  このような情勢のもと当社におきましては、従前から比べると減速感があるものの、依然としてニーズの高い個

別指導形態の校舎展開を積極的に進めながら、当社単独で開発したインターネットを利用した遠隔授業システムの

「E-Lecture」、ＩＴ技術を利用したオンデマンド方式の授業配信サービス等の付加価値の高品質化に対しても引

き続き努力を継続してまいりました。また、当社にとって最大の使命である顧客満足度の向上というテーマに関し

ても、高品質で均質化された授業の提供・科学的分析と研究を重ねたカリキュラムや教材の提供・きめ細かなケア

等をより徹底する努力を重ね、特に下半期においては退学者数の減少という結果に繋がっております。 

  また、当事業年度における新たな設備投資といたしまして、新たな校舎を以下のように開設いたしました。 

・(個別受験指導部門)個別館 神戸市東灘区に本山校、兵庫県西宮市に甲子園校、大阪府高槻市に高槻校、奈良県

奈良市に西大寺校、大阪府豊中市にプライベートスクール阪急豊中校、京都市西京

区に阪急桂校 

  ・(高校受験指導部門)開進館 神戸市東灘区に本山校、兵庫県芦屋市にラポルテ芦屋校 

・(大学受験指導部門)研伸館 奈良県奈良市に西大寺校 

・(総合教育部門)      科学実験教室サイエンスラボ及びこどもカレッジが大阪市天王寺区に上本町校、レ

ゴ・エデュケーション・センターが同じく大阪市天王寺区に上本町教室 

②部門別の合格実績 

  当事業年度中に行なわれた各部門別の合格実績は以下のとおりとなります。当社の教育理念は、合格実績のみを

追い求めるというものではなく、全人的な成長や継続的な学習に対する興味の喚起を目指しておりますが、顧客が

当社に対して要望するものの一つに成績の向上とその結果としての志望校合格というものがあることは、当社役員

及び社員一同が共通認識として持たねばならないものであることは確かであります。 

Ａ 小学受験部門におきましては、関西学院初等部４名、仁川学院小学校４名をはじめ小林聖心女子学院小学校・

同志社小学校・雲雀丘学園小学校等の有名小学校へも合格者を輩出いたしました。 

Ｂ 中学受験におきましては、男子の最難関中学である灘中学校へは、11名と二年連続して二桁の合格者数を達成

し、灘中学に次ぐ難関中学である甲陽学院中学校へは昨年比11名増の26名、女子の最難関中学である神戸女学院

中学部へは昨年比3名増の14名が合格し、これら３中学の合格者合計は過去最高値を更新いたしました。また、

その他阪神間や奈良県の有名中学である関西学院中学部・大阪星光学院中学校・東大寺学園中学校・関西大学第

一中学校・四天王寺中学校等の合格者数も堅調に推移しました。 

Ｃ 高校受験におきましては、今年度から当社の地盤である兵庫県西宮市の高校入試制度が長年続いてきた総合選

抜制度から複数志願選抜制度に変更となり、受験生の学力を考慮した志望校への受験が可能となりました。これ

を受け、市内の受験生に人気の高かった市立西宮高等学校へは126名(定員280名)が合格し、その他の人気校であ

る県立西宮高等学校、市立西宮東高等学校へも74名、42名と多数合格いたしました。また、公立高校の専門学

科・コースの受験においても、県立神戸高等学校総合理学科に16名(定員40名)、市立西宮高等学校グローバル・

サイエンス科に25名(定員40名)、県立宝塚北高等学校グローバルサイエンスコースに25名(定員40名)等多数の合

格を果たしました。最後に、私立高校受験においても、灘高等学校(2名)、関西学院高等部(57名)、大阪星光学

院高等学校(11名)、関西大学第一高等学校(18名)など堅調に推移しました。 

Ｄ 大学受験における現役合格者数は、東京大学の過去最高値40名(うち、理Ⅲ8名も過去最高)、京都大学の過去

最高値90名(医学科13名含む)をはじめとし、大阪大学119名(医学科10名含む)、神戸大学101名(医学科11名含む)

等を含んだ国公立大学現役合格者全体も813名となり、３年連続して過去最高値を更新し、医学科合格者数の83

名も過去最高を更新しました。また、関西における難関有名私立大学である関関同立(関西学院、関西、同志

社、立命館)の４大学においては、同志社大学、立命館大学で過去最高値となり、４大学計1,938名の現役合格者

数となりました。さらに、関東圏の私立大学においても慶応大学は昨年比17名増の42名(医学科5名含む)、早稲

田大学は48名等の堅調な数字を維持しております。 
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③今期の経営成績 

  前述の事業努力の結果、当事業年度末における平均月間生徒数は、前事業年度比413名増加し、19,169名となり

ました。その結果、通期における業績は、売上高で8,248百万円(前年同期比4.2％増)となりましたが、株式市場の

大幅下落等に伴い、適格企業年金資産の運用損失による退職給付費用の負担増(約185百万円)が生じ、営業利益は

716百万円(前年同期比0.5％減)、経常利益は731百万円(前年同期比0.3％減)となりました。当期純利益は、前事業

年度に比べ固定資産売却損、校舎整理損、保有しております投資有価証券の評価損等が減少した結果、360百万円

(前年同期比25.8％増)となりました。 

④次期の見通し 

  兵庫県三田市に新設される駅前商業施設内への、(高校受験指導部門)開進館及び(個別受験指導部門)個別館のウ

ッディタウン校の移設、兵庫県尼崎市への(高校受験指導部門)開進館の新設等、当事業年度に引き続き、好立地マ

－ケットへの進出を積極的に進めるとともに、引き続き顧客満足度の向上に努めてまいります。 

  なお、次期の業績は、売上高8,406百万円(当年実績比1.9%増)、営業利益726百万円(当年実績比1.4％増)、経常

利益740百万円(当年実績比1.3％増)、当期純利益435百万円(当年実績比20.9％増)を計画しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末における総資産は、10,923百万円となり、前事業年度末に比べ458百万円増加（前年同期比

4.4％ 増）となりました。 

 資産の部の主な変動といたしましては、前事業年度に解約した賃貸物件の差入保証金の返金が当事業年度にあっ

たことによる未収入金の減少、固定資産の取得等による現金及び預金の減少により流動資産が765百万円減少した

こと、土地、建物の取得により固定資産が1,224百万円増加したことがあげられます。 

 負債の部の主な変動といたしましては、適格退職年金制度における年金資産の減少に伴う退職給付引当金の増

加、預り保証金の受け入れによる増加等で固定負債が335百万円増加しことがあげられます。 

 純資産の主な変動といたしましては、利益獲得により利益剰余金が178百万円増加したことあげられます。ま

た、株主資本比率は85.5％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,626百万円となり、前事業年度末に比

べ700百万円減少（前年同期比30.1％減）となりました。 

 当事業年度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通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、1,093百万円（前事業年度に獲得した資金は909百万円）となりました。これは

主に通期における生徒数の増加により営業収入が増加したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、1,568百万円（前事業年度に使用した資金は1,339百万円）となりました。これ

は主に賃借していた土地・建物を取得したことにより、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるもの

です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、225百万円（前事業年度に使用した資金は259百万円）となりました。これは主

に自己株式の取得による支出が前年に比べ減少したことによるものです。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分におきましては、業績に裏付けられた成果配分をすることを基本方針としており、配当性向35％以上を目

処として、安定的な配当を考慮して株主資本配当率の向上を目指しております。 

  内部留保資金につきましては、中期経営計画に基づく各事業部門の事業拡大に対する資金需要に備えるとともに、

新規事業の開発活動にも活用し、業績の拡大に努めてまいります。 

 当事業年度のおきましては、平成21年４月27日開催の取締役会において、１株につき普通配当18円とすることを決

議いたしました。 

 次期におきましても、安定した配当を継続的に行うため、１株につき普通配当18円とする予定であります。 
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(4）事業等のリスク 

 当社は総合的・多面的な教育事業部門を展開することによって、リスク要因を分散するとともに、今後は学習塾・

予備校中心の受験事業に加え、読書・科学・語学・幼児教育などの総合教育事業を展開してまいります。決算短信

（非連結）に記載しております事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のような

ものがあります。 

  これらのリスクが発生した場合、生徒数の減少に伴う売上高減少等、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

①人材の確保について 

  当社が営業する教育サービスにおいては、カリキュラムや教材の充実が求められており、そのためには高度な知

識、指導力、経験を持った優秀な人材の確保が不可欠であります。当社といたしましては、現在、新卒採用を中心に

人材の採用を実施しておりますが、今後、より多くの優秀な人材を獲得するためには、年間を通じた継続的な中途採

用等を積極的に進めていくことも考える必要があります。当社が必要とする人員の確保、育成が進まなければ、校舎

開設計画の見直しなど事業展開への影響を受ける可能性があります。 

  

②少子化について 

  当社の属する教育業界においては、いわゆる少子化の影響が懸念されておりますが、保護者が子供に対する高い資

質の教育を受けさせたいというニーズは多くあり、独自の付加価値を求める要望が多くあります。しかし、今後も少

子化の進行や個人消費の低迷が継続するような環境があった場合には、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。 

③安全確保について 

  当社が営業する校舎内においては、生徒の安全管理について充分な配慮を行うことに努めております。今後、より

マニュアル化した安全対策を行っていくことにより、万全の管理に努めてまいります。しかし、突発的な事象により

影響を受ける可能性があります。 

④新規部門参入について 

  当社が教育サービスを展開し提供している地域においては、非受験型教育へのニーズも多く、これに対応した新規

部門への参入も行っております。しかし、ノウハウの蓄積やコストパフォーマンスの改善等検討する余地が多くある

ため、急激な校舎展開を進めることが難しい場合もあります。顧客ニーズに応えながら、均質的なカリキュラムやテ

キストの構築を進めてまいりますが、計画通りに進まない場合はサービスや質の低下を招き、業績に影響を与える可

能性があります。 

⑤個人情報の管理について 

  当社が教育サービスを提供していく上で、顧客の個人情報を取得することは必要不可欠なことです。取得した個人

情報に関しては、個人情報保護法の定めを遵守し、ネットワークにおけるセキュリティーの強化、社内規程及びその

施行細則・プライバシーポリシーの策定、それらに基づいた社員教育を実施するなど、組織的・人的・物理的・技術

的な安全対策を施し、その保護に関しては最善の体制を敷いております。しかし、万一何らかの事情により当社が保

有する個人情報が外部に流出した場合には、影響を受ける可能性があります。 

  

２．企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

  

３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略、(4)会社の対処すべき課題 

 平成19年３月期中間決算短信（平成18年10月31日開示）により開示を行った内容から重要な変更が無いため記載を

省略しております。当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.up-edu.com 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compseach/index.html 
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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20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,326,806 1,826,478 

売掛金 229,667 235,271 

教材 54,553 － 

貯蔵品 15,490 － 

たな卸資産 － ※1  82,746 

前払費用 108,819 105,115 

繰延税金資産 42,424 39,044 

未収入金 278,199 － 

その他 1,600 5,072 

貸倒引当金 △4,700 △6,100 

流動資産合計 3,052,859 2,287,629 

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2  3,623,743 ※2  4,305,143 

減価償却累計額 △1,633,123 △1,844,408 

建物（純額） 1,990,620 2,460,735 

構築物 54,533 55,778 

減価償却累計額 △35,647 △37,352 

構築物（純額） 18,885 18,426 

車両運搬具 29,491 29,491 

減価償却累計額 △13,859 △20,237 

車両運搬具（純額） 15,631 9,253 

工具、器具及び備品 565,082 647,033 

減価償却累計額 △290,157 △408,148 

工具、器具及び備品（純額） 274,925 238,885 

土地 ※2  2,932,166 ※2  3,803,593 

建設仮勘定 20,000 4,800 

有形固定資産合計 5,252,229 6,535,693 

無形固定資産   

ソフトウエア 103,307 78,611 

電話加入権 19,322 19,348 

その他 167 116 

無形固定資産合計 122,796 98,075 

投資その他の資産   

投資有価証券 418,278 357,144 

出資金 50 50 

従業員長期貸付金 5,120 4,450 

長期前払費用 9,989 7,653 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

繰延税金資産 293,502 336,492 

差入保証金 1,200,157 1,179,891 

保険積立金 108,904 115,851 

その他 400 230 

投資その他の資産合計 2,036,402 2,001,763 

固定資産合計 7,411,428 8,635,532 

資産合計 10,464,288 10,923,161 

負債の部   

流動負債   

買掛金 83,676 84,459 

未払金 310,678 317,143 

未払費用 174,724 191,344 

未払法人税等 189,862 126,882 

未払消費税等 17,878 52,622 

前受金 50,493 47,198 

預り金 48,384 51,910 

賞与引当金 35,450 36,009 

その他 18,658 20,642 

流動負債合計 929,808 928,213 

固定負債   

退職給付引当金 32,801 244,143 

役員退職慰労引当金 266,190 325,350 

預り保証金 19,816 84,495 

固定負債合計 318,808 653,989 

負債合計 1,248,616 1,582,202 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,667,106 1,667,106 

資本剰余金   

資本準備金 1,946,100 1,946,100 

資本剰余金合計 1,946,100 1,946,100 

利益剰余金   

利益準備金 230,000 230,000 

その他利益剰余金   

別途積立金 4,357,500 4,357,500 

繰越利益剰余金 1,140,364 1,318,459 

利益剰余金合計 5,727,864 5,905,959 

自己株式 △128,142 △171,743 

株主資本合計 9,212,928 9,347,422 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,743 △6,463 

評価・換算差額等合計 2,743 △6,463 

純資産合計 9,215,672 9,340,958 

負債純資産合計 10,464,288 10,923,161 
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 7,914,251 8,248,789 

売上原価 6,075,282 6,403,330 

売上総利益 1,838,968 1,845,459 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 560,144 513,207 

貸倒引当金繰入額 3,208 4,158 

役員報酬 70,463 79,058 

役員退職慰労金 60 10 

給料及び賞与 159,895 171,514 

退職給付費用 16,760 24,890 

役員退職慰労引当金繰入額 19,900 59,180 

賞与引当金繰入額 2,505 2,884 

福利厚生費 35,061 35,687 

採用費 32,697 37,090 

消耗品費 8,361 9,516 

租税公課 37,818 42,410 

減価償却費 27,510 25,389 

賃借料 18,405 12,561 

支払手数料 30,059 30,416 

その他 95,855 81,158 

販売費及び一般管理費合計 1,118,707 1,129,135 

営業利益 720,261 716,323 

営業外収益   

受取利息 5,945 5,280 

受取配当金 3,865 4,360 

自販機収入 1,916 2,446 

投資有価証券売却益 － 2,831 

その他 4,484 3,390 

営業外収益合計 16,211 18,309 

営業外費用   

投資事業組合運用損 1,132 2,427 

自己株売買手数料 950 493 

その他 366 242 

営業外費用合計 2,450 3,164 

経常利益 734,021 731,468 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

訴訟和解金 10,000 － 

換地交付金 1,385 － 

受取保険金 － 1,183 

その他 490 － 

特別利益合計 11,875 1,183 

特別損失   

固定資産売却損 ※1  12,899 － 

固定資産除却損 ※2  786 ※2  1,397 

校舎整理損 ※3  67,502 ※3  5,198 

投資有価証券評価損 ※4  163,180 ※4  100,755 

その他 600 1,892 

特別損失合計 244,967 109,242 

税引前当期純利益 500,929 623,409 

法人税、住民税及び事業税 373,678 296,531 

法人税等調整額 △159,089 △33,306 

法人税等合計 214,588 263,225 

当期純利益 286,341 360,183 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,667,106 1,667,106 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,667,106 1,667,106 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,946,100 1,946,100 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,946,100 1,946,100 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 230,000 230,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 230,000 230,000 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 4,357,500 4,357,500 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,357,500 4,357,500 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,018,001 1,140,364 

当期変動額   

剰余金の配当 △163,978 △182,089 

当期純利益 286,341 360,183 

当期変動額合計 122,363 178,094 

当期末残高 1,140,364 1,318,459 

利益剰余金合計   

前期末残高 5,605,501 5,727,864 

当期変動額   

剰余金の配当 △163,978 △182,089 

当期純利益 286,341 360,183 

当期変動額合計 122,363 178,094 

当期末残高 5,727,864 5,905,959 

自己株式   

前期末残高 △36,358 △128,142 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

自己株式の取得 △91,784 △43,600 

当期変動額合計 △91,784 △43,600 

当期末残高 △128,142 △171,743 

株主資本合計   

前期末残高 9,182,349 9,212,928 

当期変動額   

剰余金の配当 △163,978 △182,089 

当期純利益 286,341 360,183 

自己株式の取得 △91,784 △43,600 

当期変動額合計 30,579 134,493 

当期末残高 9,212,928 9,347,422 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △14,376 2,743 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17,120 △9,207 

当期変動額合計 17,120 △9,207 

当期末残高 2,743 △6,463 

純資産合計   

前期末残高 9,167,972 9,215,672 

当期変動額   

剰余金の配当 △163,978 △182,089 

当期純利益 286,341 360,183 

自己株式の取得 △91,784 △43,600 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17,120 △9,207 

当期変動額合計 47,699 125,286 

当期末残高 9,215,672 9,340,958 
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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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 8,311,225 8,650,914 

原材料又は商品の仕入れによる支出 △154,816 △153,812 

人件費の支出 △3,389,343 △3,665,319 

その他の営業支出 △3,486,566 △3,361,599 

小計 1,280,500 1,470,182 

利息及び配当金の受取額 10,547 10,339 

その他の受取額 18,084 6,847 

その他の支払額 △9,931 △4,047 

法人税等の支払額 △389,446 △389,632 

営業活動によるキャッシュ・フロー 909,754 1,093,689 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △200,000 

有形固定資産の取得による支出 △1,045,531 △1,514,970 

有形固定資産の売却による収入 24,149 － 

無形固定資産の取得による支出 △73,845 △3,056 

差入保証金の差入による支出 △76,119 △73,652 

差入保証金の回収による収入 46,814 286,051 

預り保証金の受入による収入 － 95 

投資有価証券の取得による支出 △202,266 △85,115 

投資有価証券の売却による収入 － 27,843 

貸付けによる支出 △6,500 － 

貸付金の回収による収入 510 870 

投資その他の資産の取得による支出 △6,937 △6,814 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,339,726 △1,568,748 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △163,222 △181,667 

自己株式の取得による支出 △91,784 △43,600 

固定負債その他の増減額（減少：△） △4,366 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △259,372 △225,267 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △689,345 △700,327 

現金及び現金同等物の期首残高 3,016,151 ※  2,326,806 

現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,326,806 ※  1,626,478 
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売上原価明細書 

（脚注） 

   
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

１．人件費 ※２   3,274,403 53.9   3,591,009 56.1 

２．教材費     135,068 2.2   136,104 2.1 

３．経費              

通信費   66,746     77,818    

水道光熱費   124,760     135,037    

消耗品費   578,108     422,212    

減価償却費   269,684     361,886    

賃借料   1,070,999     1,046,268    

業務委託費   70,259     114,845    

テスト代   35,807     42,481    

受験情報誌費   4,608     4,526    

その他   444,834 2,665,810 43.9 471,139 2,676,216 41.8 

売上原価     6,075,282 100.0   6,403,330 100.0 

               

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 １ 売上原価は、教室運営に関して直接発生した費用

であります。 

 １          同左 

※２ 人件費の中には、賞与引当金繰入額32,944千円、

退職給付費用203,388千円が含まれております。 

※２ 人件費の中には、賞与引当金繰入額33,125千円、

退職給付費用308,380千円が含まれております。 
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継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 当事業年度末日の市場価格等に

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） 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

  なお、投資事業有限責任組合へ

の出資（金融商品取引法第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、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入手

可能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法

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 

          同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）教 材 

 先入先出法による原価法 

たな卸資産 

    主として先入先出法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準 第

９号平成18年７月５日公表分）を適用

しております。これにより営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益への影

響はありません。 

  (2）貯蔵品 

 先入先出法による原価法 

 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 建物（附属設備を除く）は定額法、

建物以外については、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。 

建物及び構築物   ２～50年 

車両運搬具及び器具及び備品 

３～20年 

(1）有形固定資産 

同左 

  (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）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 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 

 従業員賞与の支給に充てるため、支

給見込額に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  

  (3）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、当事業年

度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 過去勤務債務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

による定額法により、発生年度から費

用処理することとしております。 

 なお、数理計算上の差異（85,831千

円）については、発生年度において一

括して費用処理しております。 

(3）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、当事業年

度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 過去勤務債務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

による定額法により、発生年度から費

用処理することとしております。 

 なお、数理計算上の差異（185,627千

円）については、発生年度において一

括して費用処理しております。 

     
  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職金規程に基づく当事業年

度末要支給額の100%相当額を計上して

おります。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

５．売上高の計上基準 (1）授業料収入 

 受講期間に対応して計上しておりま

す。 

(1）授業料収入 

同左 

  (2）教材収入 

 教材提供該当月に計上しております。

(2）教材収入 

同左 

  (3）年間諸費収入 

 受講開始日の属する事業年度に計上

しております。 

(3）年間諸費収入 

同左 

  (4）入学金収入 

 入学日の属する事業年度に計上して

おります。 

(4）入学金収入 

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。 

───────────   

７．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 

８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(固定資産の減価償却方法の変更) 

 当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更により売上総利益が17,860千円、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が17,898千円減少しており

ます。 

  

(追加情報） 

 法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、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年間に渡り均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。この変更に伴う損益に与える影響は軽微

であります。 

          ───────────      

  

  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（貸借対照表） 

 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「未収入金」は、資産の総額の100分の1

を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前事業年度末における「未収入金」の金額は

1,208千円であります。 

（貸借対照表） 
  
 ─────────── 

前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました「保険積立金」は、資産の総額

の100分の1を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前事業年度末における「保険積立金」の金額

は101,966千円であります。 

      ───────────       

 ───────────  前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」

（当期末残高2,796千円）は、資産の総額の100分の1

以下となった為、流動資産の「その他」に含めて表示

しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

      ─────────── ※1 たな卸資産の内訳はつぎのとおりであります。 

教 材  65,682千円

貯蔵品  17,063千円

  合計  82,746千円

※2  担保に供している資産及び対応債務は、つぎのと

おりであります。 

※2  担保に供している資産及び対応債務は、つぎのと

おりであります。 

担保に供している資産 担保に供している資産 

建物    377,283千円

土地   1,697,817千円

合計     2,075,100千円

建物       120,456千円

土地       823,247千円

合計       943,703千円

担保付債務 担保付債務 

一年以内返済予定の長期借

入金 
 －千円

長期借入金  －千円

合計  －千円

一年以内返済予定の長期借

入金 
 －千円

長期借入金  －千円

合計  －千円

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 固定資産売却損の内容は、つぎのとおりでありま 

す。 

  

 土地      12,899千円

合計      12,899千円

 ───────────  

※２ 固定資産除却損の内訳は、つぎのとおりでありま

す。  

  

 建物(附属設備を含む）除却損        384千円

 構築物除却損         65千円

器具及び備品除却損         335千円

 合計         786千円

※２ 固定資産除却損の内訳は、つぎのとおりでありま

す。  

  

 建物(附属設備を含む）除却損      279千円

 構築物除却損        140千円

器具及び備品除却損 

 長期前払費用 

    793千円

183千円

 合計       1,397千円

※３ 校舎整理損の内訳は、つぎのとおりであります。 

  

※３ 校舎整理損の内訳は、つぎのとおりであります。 

  

 建物(附属設備を含む)除却損 54,310千円

 構築物除却損   3,260千円

 器具及び備品除却損   2,280千円

 原状復帰工事費用     4,427千円

 備品運搬費     1,678千円

 閉校に伴う入学金返還額     1,545千円

合計     67,502千円

 建物(附属設備を含む)除却損       3,650千円

 構築物除却損        -千円

 器具及び備品除却損        110千円

 原状復帰工事費用        456千円

 備品運搬費       142千円

 閉校に伴う入学金返還額       838千円

合計    5,198千円

※４ 投資有価証券評価損の内訳は、つぎのとおりであ 

ります。 

  

※４ 投資有価証券評価損の内訳は、つぎのとおりであ 

ります。 

  

株式 132,170千円

不動産投資信託証券 31,010千円

合計  163,180千円

株式   66,875千円

不動産投資信託証券     33,880千円

合計    100,755千円
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動の事由） 

増加数の内訳は以下のとおりであります。 

取締役会決議に基づく買取による増加       132千株 

単元未満株式の買取による増加          0千株 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式        

普通株式 10,309 － － 10,309 

合計 10,309 － － 10,309 

自己株式        

普通株式 60 132 － 193 

合計 60 132 － 193 

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６月21日 

定時株主総会 
普通株式 163,978 16 平成19年３月31日 平成19年６月22日 

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６月24日 

定時株主総会 
普通株式 182,089 利益剰余金 18 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動の事由） 

増加数の内訳は以下のとおりであります。 

取締役会決議に基づく買取による増加        79千株 

単元未満株式の買取による増加          0千株 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式        

普通株式 10,309 － － 10,309 

合計 10,309 － － 10,309 

自己株式        

普通株式 193 79 － 273 

合計 193 79 － 273 

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20年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 182,089 18 平成20年３月31日 平成20年６月25日 

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21年４月27日 

取締役会 
普通株式 180,650 利益剰余金 18 平成21年３月31日 平成21年６月８日
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

（有価証券関係） 

１．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）１． 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30%相当額以上下落した場合、合理的な反証が無い限

り「時価が著しく下落した」と判定し減損処理を行っております。  

 ２． 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理を行い、投資有価証

券評価損100,755千円を計上しております。 

  

３．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

  

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載

されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載

されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定   2,326,806千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
 －千円

現金及び現金同等物   2,326,806千円

現金及び預金勘定     1,826,478千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
 △200,000千円

現金及び現金同等物    1,626,478千円

  種類 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

取得原価 
(千円) 

貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表 
計上額が 
取得原価を 
超えるもの 

（１）株式 
（２）債券 
①国債・地方債等 
②社債 
③その他 

（３）その他 

52,390 

－ 
－ 
－ 
－ 

57,070 

－ 
－ 
－ 
－ 

4,680 

－ 
  
－ 
－ 

66,761 

－ 
  
－ 
－ 

68,200 

－ 
  
－ 
－ 

1,438 

－ 
  
－ 
－ 

小   計 52,390 57,070 4,680 66,761 68,200 1,438

貸借対照表 
計上額が 
取得原価を 
超えないもの 

（１）株式 
（２）債券 
①国債・地方債等 
②社債 
③その他 

（３）その他 

173,100 

－ 
  
－ 

69,590 

173,100 

－ 
  
－ 

69,590 

－

－ 
  
－ 
－ 

151,932 

－ 
  
－ 

33,310 

145,380 

－ 
  
－ 

28,770 

△6,552

－ 
  
－ 

△4,540 

小   計 242,690 242,690 － 185,242 174,150 △11,092

合   計 295,080 299,760 4,680 252,003 242,350 △9,653

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

27,843 2,831 ──────── 

  前事業年度（平成20年３月31日） 当事業年度（平成21年３月31日） 

  貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券    

非上場株 19,597 19,597 

投資事業有限責任組合出資金 98,921 95,197 
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  （持分法投資損益等） 

      該当事項はありません。 

  

（関連当事者との取引） 

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（関連当事者情報） 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

該当事項はありません。  

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産  

①流動資産  

未払事業税 18,550

未払事業所税 7,403

賞与引当金 14,406

賞与引当金分社会保険料 1,759

貸倒引当金 1,051

計 43,171

②固定資産  

減価償却 5,120

一括償却資産償却 28,152

減損損失 72,175

投資有価証券評価損 67,156

ゴルフ会員権評価損 1,265

退職給付引当金 13,330

役員退職慰労引当金 108,179

計 295,381

繰延税金資産計 338,553

繰延税金負債  

①流動負債  

 その他 747

計 747

②固定負債  

投資有価証券評価差額 1,878

計 1,878

繰延税金負債計 2,626

繰延税金資産の純額 335,927

繰延税金資産  

①流動資産  

未払事業税 13,483

未払事業所税 8,220

賞与引当金 14,634

賞与引当金分社会保険料 1,805

貸倒引当金 1,874

計 40,018

②固定資産  

減価償却 4,269

一括償却資産償却 22,633

減損損失 71,546

投資有価証券評価損 840

ゴルフ会員権評価損 1,335

退職給付引当金 99,220

役員退職慰労引当金 132,222

投資有価証券評価差額 4,425

計 336,492

繰延税金資産計 376,510

繰延税金負債  

①流動負債  

 その他 975

計 975

繰延税金負債計 975

繰延税金資産の純額 375,536

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.64％

 （調整）  

 地方税均等割 2.37％

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.12％

 受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.24％

 その他 △0.05％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.84％

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、昭和55年５月１日より適格退職年金制度を設けております。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前事業年度 

（平成20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21年３月31日） 

(1)退職給付債務（千円）  

(2)年金資産（千円）  

(3)未積立退職給付債務（千円） (1)＋(2) 

(4)会計基準変更時差異の未処理額（千円） 

(5)未認識数理計算上の差異（千円）  

(6)未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） 

(7)貸借対照表計上額純額（千円） (3)＋(4)＋(5)＋(6)

(8)前払年金費用（千円）  

(9)退職給付引当金（千円） (7)－(8) 

△1,013,167 

833,213 

△179,954 

－ 

－ 

147,152 

△32,801 

－ 

△32,801 

△1,094,581 

740,073 

△354,508 

－ 

－ 

110,364 

△244,143 

－ 

△244,143 

 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日）

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日）

(1) 勤務費用（千円）  

(2）利息費用（千円）  

(3）期待運用収益（千円）  

(4）過去勤務債務の費用処理額（千円） 

(5）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 

(6）退職給付費用（千円） (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)

108,882 

14,881 

△13,971 

24,525 

85,831 

220,148 

103,090 

20,263 

△12,498 

36,788 

185,627 

333,270 

 
前事業年度 

（平成20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21年３月31日） 

(1) 割引率（％） 2.0 同左 

(2) 期待運用収益率（％） 1.5 同左  

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(4) 数理計算上の差異の処理年数（年） 1 同左 

  （発生期末一括償却） 同左 

(5) 過去勤務債務の処理年数  56ヶ月   

(発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による

定額法による。） 

   56ヶ月   

(発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による

定額法による。） 
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（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 
１．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 

 (注)１．株式数に換算して記載しております。 
２．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 
ａ 新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」とする。）について、法律や社内諸規則
等の違反、社会や会社に対する背信行為等があった場合には、権利は即時に喪失するものとし、以
後、当該対象者の新株予約権の行使を認めない。 

ｂ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社取締役、従業員であることを要する。 
ｃ 新株予約権の相続に関しては、取締役会で決議された場合にかぎり相続できるものとする。 
ｄ その他の権利行使者の条件は、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と
新株予約権者の間で締結する新株予約権付与契約書に定めるところとする。 

(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 

② 単価情報 

 
平成16年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数
当社取締役  5名
当社従業員   119名 

株式の種類別のストック・
オプションの数（注１） 

普通株式 219,600株

付与日 平成16年９月27日

権利確定条件  （注２） 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
 権利確定後３年以内。
但し、権利行使時においても当社取締役、従業員であること。 

 
平成16年 

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 238,800 

権利確定 － 

権利行使 － 

失効 19,200 

未行使残 219,600 

 
平成16年 

ストック・オプション 

権利行使価格      
（円） 686 

行使時平均株価     
（円） 

－ 

公正な評価単価（付与日）
（円） 

－ 
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当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）
１．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 

 (注)１．株式数に換算して記載しております。 
２．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 
ａ 新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」とする。）について、法律や社内諸規則
等の違反、社会や会社に対する背信行為等があった場合には、権利は即時に喪失するものとし、以
後、当該対象者の新株予約権の行使を認めない。 

ｂ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社取締役、従業員であることを要する。 
ｃ 新株予約権の相続に関しては、取締役会で決議された場合にかぎり相続できるものとする。 
ｄ その他の権利行使者の条件は、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と
新株予約権者の間で締結する新株予約権付与契約書に定めるところとする。 

(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 

② 単価情報 

 
平成16年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数
当社取締役  6名
当社従業員   113名 

株式の種類別のストック・
オプションの数（注１） 

普通株式 212,400株

付与日 平成16年９月27日

権利確定条件  （注２） 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
 権利確定後３年以内。
但し、権利行使時においても当社取締役、従業員であること。 

 
平成16年 

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 219,600 

権利確定   

権利行使   

失効 7,200 

未行使残 212,400 

 
平成16年 

ストック・オプション 

権利行使価格      
（円） 686 

行使時平均株価     
（円） 

－ 

公正な評価単価（付与日）
（円） 

－ 
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  （企業結合等） 

    該当事項はありません。 

  

  （資産除去債務） 

    該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報） 

 （注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

２ 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。 

（重要な後発事象） 

  

  

 （開示の省略） 

   リース取引、金融商品関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必用性が大きくないと考えら

れるため開示を省略しております。 

  

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額  910円99銭

１株当たり当期純利益金額 28円09銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 28円08銭

１株当たり純資産額   930円73銭

１株当たり当期純利益金額   35円 75銭

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額    

当期純利益（千円） 286,341 360,183 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 286,341 360,183 

期中平均株式数（株） 10,193,081 10,074,934 

     
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（千円） － － 

普通株式増加数（株） 3,850 － 

（うち新株予約権（株）） (3,850) － 

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 
──────── 

 （新株予約権） 

 平成16年９月27日付与 

 ストックオプション 

  潜在株式の数 

   当社普通株式 

   212,400株 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。  同左 
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５．その他 

(1）役員の異動 

 ① 代表取締役の異動 

   平成21年４月27日に開示いたしました「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 ② その他の役員の異動 

   開示内容が定まった時点で開示いたします。 
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(2）その他 

生産、受注及び販売の状況 

  ① 事業部門別生徒数の状況 

    ② 事業部門別売上高の状況 

（注）１．生徒数は、事業年度末現在の在籍人数（講習会外部生を除く）を記載しております。 

２．（総合教育部門）は、アナップ、サイエンスラボ、こどもカレッジ、レゴ エデュケーション センター、E-Lecture外部生（インタ

ーネットレッスン受講生）によるものであります。 

３．（その他）は、予備校等の運営ノウハウの販売、不動産の賃貸、情報処理技術支援及びソフトウェアの製作販売等によるものであり

ます。 

 ４．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門別 

前事業年度 当事業年度 

（平成20年３月31日） （平成21年３月31日） 

生徒数（人） 生徒数（人） 

小・中学部 

（中学受験指導部門） 

2,012 2,026進学館 

（高校受験指導部門） 

3,879 3,738開進館 

（大学受験指導部門） 

767 671研伸館中学生課程 

高校部 
（大学受験指導部門） 

3,958 3,842研伸館高校生課程 

その他 

（個別受験指導部門） 

4,103 4,172個別館 

（総合教育部門） 

  1,946 2,182

（その他） 

  － －

合計 
16,665 16,631

事業部門別 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日 

 至 平成20年３月31日）  至 平成21年３月31日） 

売上高（千円） 売上高（千円） 

小・中学部 

（中学受験指導部門） 

1,077,039 1,065,406進学館 

（高校受験指導部門） 

1,655,093 1,796,190開進館 

（大学受験指導部門） 

479,397 439,937研伸館中学生課程 

高校部 
（大学受験指導部門） 

2,475,573 2,568,401研伸館高校生課程 

その他 

（個別受験指導部門） 

1,808,357 1,934,062個別館 

（総合教育部門） 

  299,493 335,800

（その他） 

  119,295 108,990

合計 
7,914,251 8,248,789
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