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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 16,756 4.1 1,174 △16.0 1,149 △17.0 431 △41.0
20年3月期 16,098 ― 1,398 ― 1,384 ― 731 ―

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 57.73 ― 10.1 12.2 7.0
20年3月期 95.31 ― 16.2 14.1 8.7

（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 9,085 4,099 45.0 590.11
20年3月期 9,819 4,503 45.8 585.47

（参考） 自己資本   21年3月期  4,092百万円 20年3月期  4,492百万円

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 1,116 △479 △855 359
20年3月期 694 △1,806 662 585

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
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 ― 20.00 20.00 153 21.0 3.4
21年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 138 34.6 3.4
22年3月期 

（予想） ― 10.00 ― 20.00 30.00 35.4

3.  22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結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 
連結累計期間

8,155 0.8 239 △47.3 221 △49.9 110 △81.8 15.98

通期 17,097 2.0 1,148 △2.2 1,116 △2.8 587 36.2 84.74



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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） 

(注)詳細は、20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） 

(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、35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 7,676,040株 20年3月期 7,676,040株
② 期末自己株式数 21年3月期  741,064株 20年3月期  2,500株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 16,281 3.8 1,296 △14.8 1,293 △15.0 306 △65.3
20年3月期 15,682 9.2 1,522 △5.4 1,521 △5.1 882 △7.0

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

21年3月期 41.02 ―
20年3月期 115.06 ―

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 8,818 4,119 46.7 593.95
20年3月期 9,707 4,644 47.8 605.22

（参考） 自己資本 21年3月期  4,119百万円 20年3月期  4,644百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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）

※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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。上記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３～４ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 7,893 0.7 220 △56.0 213 △57.3 100 △81.7 14.47

通期 16,600 2.0 1,121 △13.5 1,110 △14.2 586 91.4 84.63



(1）経営成績に関する分析 

 ①当期の経営成績 

    当連結会計年度における我が国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国の金融危機が世界的に拡大す

る中で、円高が急激に進行し、企業収益の落ち込みや、雇用・所得環境の悪化が深刻さを増し、景気は急速に後退

局面に入りました。 

    当業界におきましても、実体経済の悪化に伴い個人消費が低迷する中で、業界内の競争は更に厳しさを増すとと

もに、再編の動きが活発化しております。一方、学習指導要領が改訂され、「ゆとり教育から学力向上へ」という

教育施策の変更が明確に認知されるようになり、また、公立中高一貫校の新設が続く中で、業界にとっての新たな

需要が喚起されております。 

    このような状況の下、当社グループ（当社及び連結子会社。以下同じ。）は、一人一人に目が行き届くきめ細か

い指導と、質の高い授業サービスの提供に注力し、顧客満足度の向上に努めてまいりました。同時に、潜在顧客層

の開拓や、リピーター獲得に繋がる様々な施策を推進することにより、業容拡大を図ってまいりました。 

    当社におきましては、集客のためのブランド力の源泉である合格実績伸長に向け、志望校合格に直結する指導に

注力した結果、今春の入試におきましては、開成高校２年連続全国No.1、早慶附属高校９年連続全国No.1、武蔵中

学・慶應女子高校全国No.1をはじめとし、中学受験・高校受験・大学受験ともに合格実績は飛躍的に伸長いたしま

した。顧客層の拡大に向けては、中学受験をしない小６生を対象とした新企画の開発、卒塾生へのフォローを兼ね

た「開成クラブ」の設置、小学校低学年対象のサブ・コンテンツである「算数オリンピック数理教室 アルゴクラ

ブ」の開設を行うとともに、海外並びに当社と集客エリアが重ならない地方の学習塾との提携を強化してまいりま

した。 

    また、校舎運営を支援するための専任部署を設置し、新入社員の早期育成を効率的に行い、質の高い教育サービ

スを全社レベルで維持するための新たな研修ツールの制作や、研修体系の整備・充実に取り組んでまいりました。

    管理面では、業務の効率化と社内管理体制の強化を目的とした「統合型新システム」の開発に注力するととも 

   に、収益構造の強化を図るため、各種費用の見直しを進めてまいりました。 

    子会社である株式会社野田学園につきましては、集客力向上に向け、従前のコース仕様の見直し、新たなオプシ

      ョン講座の設置を行なうとともに、当社高校部「サクセス18」との連携強化に取り組みました。費用面では、早期

      に収益力を強化すべく、校舎管理コスト・広告宣伝費等、費用全般について見直しを行い、効率化を進めてまいり

ました。 

    株式会社ビーケアにつきましては、従来からの商品であるマルチキャスト映像配信システム「リアライビジョ

ン」に、ビデオ・オン・デマンド機能を加えた新商品「リアライビジョンＶ」の販売を開始し、新規顧客の獲得に

注力いたしました。当期におきましては、ドラッグストア業界等の新たな市場でも顧客を獲得することができ、今

後の市場拡大に繋げていきたいと考えております。 

    以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前期比4.1％増の16,756百万円と堅調に推移いたしました。他方、利

益面では、広告宣伝費・販売促進費・消耗品費等の圧縮に努めたものの、校舎物件のメンテナンス・塾生増加に伴

う２号館等の増床による地代家賃の増加、育成人員の増加に伴う労務費比率の上昇等により、営業利益は1,174百

万円（前期比16.0％減）、経常利益は1,149百万円（前期比17.0％減）となりました。これに、受取保険金271百万

円、役員退職慰労引当金戻入額286百万円等を特別利益に、子会社（株式会社野田学園）の、のれん償却額568百万

円等を特別損失に計上し、当期純利益は431百万円（前期比41.0％減）となりました。 

  

        各部門別の概況は次のとおりです。 

  【部門別概況】 

   ＜学習塾部門＞ 

        当社におきましては、「成績向上と志望校合格」という生徒・保護者の期待に結果で応えるべく、カリキュラ

ム・教材の充実、教務指導力の向上を図ってまいりました。前述の新設講座につきましては、順調に受講生を獲得

できており、新たな顧客層の開拓に繋がっております。 

        当社の校舎展開といたしましては、高校部専門校舎「サクセス18大泉学園校」、小中学生対象の集団指導校舎と

して「中央林間校」「国立校」「新浦安校」、難関中・高受験専門校舎として「ＥｘｉＶ（エクシブ）たまプラー

ザ校」の合計５校を出校いたしました。他方、集客エリアの市場性低下等により、将来に向けて採算向上が期待で

きないと判断した「下北沢校」を平成20年８月に閉校し、期末校舎数は全ブランド合計で117校となりました。新

規出校校舎は、いずれも順調に集客が進んでおりますが、とりわけ「新浦安校」は受付開始直後から多数のお問い

合わせをいただき、当初予測を大幅に上回るペースで新入生を迎えております。今後は京葉地区の中心的な校舎と

して、収益・合格実績に大きく寄与するものと期待しております。単体ベースの塾生数につきましては、小学部が

前期比3.1％増、中学部が前期比0.7％増、高校部が前期比10.9％増となり、全学部合計では前期比2.7％増の

27,328名（期中平均）となりました。 

１．経営成績



        株式会社野田学園におきましては、収益に大きく寄与する夏期・冬期特訓授業のコース設定を見直すとともに、

オプション講座の新設等により現役生（高１～高３）の獲得に注力いたしました。受験指導においても、野田クル

ゼの特長である「一人一人のレベルに応じたきめ細かいマンツーマン指導」を徹底した結果、今春の入試において

は、東大理科三類への合格者２名輩出を筆頭に、期待以上の成果を挙げることができました。反面、収益面につき

ましては、第４四半期における高卒受講生が計画を下回ったこと等により、期中平均塾生数は前期比3.2％減の120

名となりました。 

    以上の結果、学習塾部門における連結売上高は前期比3.7％増の16,572百万円となりました。 

  

 ＜不動産賃貸部門等＞ 

    当社におきましては、賃貸物件の稼働率が若干低下したことにより不動産賃貸収入が前期を下回ったものの、社

会人研修事業である「教師力養成塾」「Ｗ-ＥｘＰｅｒＴ（ダブルエキスパート）」の受講生獲得が順調に推移し

たことにより、売上高は前期比16.8％増の110百万円となりました。 

    これに子会社２社の収益を加え、不動産賃貸部門等における連結売上高は前期比49.3%増の184百万円となりまし

た。 

   

  ②次期の見通し 

      今後の見通しといたしましては、企業収益の改善には相当程度の時間を要するものとみられ、国内景気は先行き

不透明な状況が続くことが予測されます。 

      当業界におきましても、家計における教育支出が伸び悩む中で、生徒・保護者から、より費用対効果の高いサー

ビスが求められ、業界内での企業淘汰は更に加速するものと思われます。 

     このような環境のもと、当社グループでは引き続き、顧客満足度の向上、顧客層拡大に向けた対外施策・新コー

スの設置、学習塾以外の教育事業（社会人研修事業、教育コンテンツ販売等）の拡充に注力してまいります。 

        当社における平成22年３月期の校舎展開といたしましては、全ブランド合計で５校の出校を予定しており、売上

高の基礎となる塾生数は、前期比2.2％増の27,921名（基本コースの期中平均。アルゴクラブ生等の特別講座生を

除く。）を見込んでおります。また、費用面では、クラス平均人数の適正化推進と、管理面での業務フロー見直し

により人件費の増加を抑制するとともに、各種費用を見直し、利益率の改善に努めてまいります。 

        子会社である株式会社野田学園並びに株式会社ビーケアにつきましては、収益基盤を早期に強化し、業績に貢献

できる体制を構築することを最優先課題とし、顧客獲得と経費削減に注力してまいります。 

        次期の業績予測といたしましては、売上高17,097百万円（前期比2.0％増）、営業利益1,148百万円（前期比

2.2％減）、経常利益1,116百万円（前期比2.8％減）、当期純利益587百万円（前期比36.2％増）を見込んでおりま

す。 

  

     本資料に含まれる将来の見通し並びに上記業績予測につきましては、本資料発表日現在において、当社及び当

社グループが入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の結果は、様々な要因により見通しと異なる結果

となる可能性があることをご承知おきください。 

  

(2）財政状態に関する分析 

   ①資産、負債及び純資産の状況  

  当連結会計年度末の総資産は、9,085百万円となり、前連結会計年度末に比べ、733百万円減少いたしました。内

訳は、流動資産が、1,838百万円となり、227百万円減少いたしました。主な原因は、現金及び預金の減少118百万

円、預け金の減少149百万円等であります。固定資産は、7,246百万円となり、505百万円減少いたしました。そのう

ち、有形固定資産は、4,435百万円となり、278百万円の減少となりました。減少の原因は建設仮勘定の一部を無形

固定資産仮勘定に振替えたためです。無形固定資産は、585百万円となり、228百万円の減少となりました。これ

は、のれんを一括償却したためです。投資その他の資産は、2,225百万円となり、1百万円の増加となりました。  

 当連結会計年度末の負債合計は、4,986百万円となり、前連結会計年度末に比べ、329百万円減少いたしました。

流動負債は、3,937百万円となり、6百万円減少いたしました。主な原因は、確定納付による未払法人税等及び未払

消費税等の減少118百万円、短期借入金等の増加384百万円、一年内返済予定の長期借入金の減少227百万円、社債

の返済45百万円等であります。 

  固定負債は、1,048百万円となり、322百万円減少いたしました。主な原因は役員退職慰労引当金の戻入286百万

円等であります。 

  当連結会計年度末の純資産は、4,099百万円となり、前連結会計年度末に比べ、404百万円減少いたしました。 

  主な原因は、自己株式の取得598百万円による減少です。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の

45.8％から45.0％となりました。 



②キャッシュ・フローの状況                              （単位：百万円）

  

    当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより367百万円となり、前連結

会計年度末に比べ、218百万円減少いたしました。 

  

（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、税金等調整前当期純利益で1,179百万円、減価償却費404百万円、のれん

の償却653百万円を獲得いたしましたが、役員退職慰労引当金286百万円の減少、固定資産売却益108百万円、及び

法人税等の支払731百万円が発生いたしました。 

 この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは1,116百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、421百万円

収入が増加いたしました。 

  

（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、有形固定資産及び無形固定資産の取得757百万円と差入保証金の差入純

増額196百万円、及び有形固定資産の売却535百万円、定期預金の純増減額100百万円により、479百万円の支出とな

りました。その結果、前連結会計年度に比べ、1,327百万円支出が減少いたしました。 

  

（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、短期借入金の純増減額384百万円、長期借入金の返済額418百万円と配当

金の支払152百万円、自己株式の取得による支出598百万円等により、855百万円の支出となりました。 

  

（参考）  （キャッシュ・フロー関連指標の推移）  

 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）各指標は、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おります。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。 

（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子を支払っている全ての負債を対象とし 

    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、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識しており、業績の状況に応じて配当性向を勘

案の上、配当することを基本方針としております。 

 また、内部留保資金につきましては、新規出校等の設備投資、新規事業の開発・拡充等に活用し、業績の拡大と企

   前連結会計年度  当連結会計年度  増減 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  694  1,116  421

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,806  △479  1,327

 財務活動によるキャッシュ・フロー  662  △855  △1,518

 現金及び現金同等物の減少額  △448  △218  230

 現金及び現金同等物の期末残高  585  367  △218

 平成17年 

3月期 

平成18年 

3月期 

平成19年 

3月期 

平成20年 

3月期 

平成21年 

3月期 

自己資本比率（％）   38.3  43.1  －   45.8   45.0

時価ベースの自己資本比率（％）   75.1   168.3  －   68.2   53.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率
（年）

 －  －  －   3.3   2.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ
（倍）

 －  － －  21.2  25.9



業価値の向上に努めてまいります。 

  以上の方針を踏まえ、当期の配当金につきましては、株主の皆様からの日頃のご支援に報いるため、前期と同額の

１株あたり20円配当を、平成21年６月26日開催予定の第35回定時株主総会に付議する予定でおります。 

 次期の配当金につきましては、１株あたり中間配当10円、期末配当20円、年間合計では30円配当と、従来の年１回

の配当から年２回の配当へと変更するとともに、前期比10円の増配を予想しております。 

 今後も、安定的な経営基盤の確立と、株主資本利益率の向上に努めるとともに、株主の皆様への利益還元を更に強

化するべく経営努力を継続してまいる所存です。 

  

(4）事業等のリスク 

 本資料に記載いたしました事業の状況、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

能性があると考えられる事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、記載事項中、将来に関する事項につきましては、本資料発表日現在において当社が判断したものでありま

す。 

  

 ①少子化と当社の今後の事業方針について 

    当社が属する学習塾業界は、出生率の低下等による少子化の問題に直面しております。少子化の影響は、学習塾

における在籍生徒数の減少という直接的なものにとどまらず、学校数やその定員数の減少、あるいは、入学試験の

平易化が起こることにより、入塾動機の希薄化、通塾率の低下に繋がる可能性があります。 

    このような状況下、当社といたしましては引き続き、中学受験においては御三家中学（男子は、開成・麻布・武

蔵の各中学校、女子は、桜蔭・女子学院・雙葉の各中学校）及び早慶附属中学を中心とした難関中学への合格実

績、高校受験においては、開成高校・早慶附属高校を中心とした難関高校への合格実績による差別化、大学受験に

おいては、東大、並びに早稲田・慶應・上智大学等の難関大学への現役合格の実績向上を、当社への入塾動機及び

通塾率の向上に繋げ、また、積極的な校舎展開により塾生を確保し、事業の拡大を図っていく方針であります。 

    しかしながら、今後、出生率の低下等による少子化が進行した場合、あるいは、当社が注力している難関校への

受験ニーズが低下した場合等には、塾生数の減少等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ②四半期ごとの収益変動について 

    当社収益の大半を占める学習塾部門におきましては、通常の授業（スポット的な講座や模試を含む。）の他に、

春・夏・冬の講習会及び夏期合宿、正月特訓を行っております。そのため、通常授業のみを実施する月に比べ、講

習会、夏期合宿、正月特訓が実施される月の売上高が高くなっております。更に、生徒募集につきましても、各講

習会の時期に重点をおいて行いますので、収益の基礎となる塾生数は期首から月を追うごとに増加し、１月にピー

クを迎えるという推移を示しており、売上高も第２四半期以降に大きく伸びる傾向にあります。これに対して、営

業費用の中で大きなウエイトを占める校舎の地代家賃、人件費、賃借料等の固定的費用は期首より毎月発生するた

め、第１四半期の収益性が他の四半期と比較して低くなる傾向にあります。また、第４四半期につきましては、新

   年度に向けて集中的に広告宣伝費を使用する関係で、収益性が低くなる傾向にあります。 

  

 ③人材の確保及び育成について 

    当社グループが運営する進学塾は全て直営の形態をとっております。今後、質の高い教育サービスを継続的に提

供しつつ、経営計画に基づく新規校舎の出校を円滑に推進していくためには、優秀な人材の確保・育成及びその活

用が重要課題であると認識しております。現状の採用活動におきましては、授業を担当する正社員及び時間講師を

はじめ、要員計画に沿った適切な人材を確保するために、新卒採用、中途採用及び非常勤職員を対象とした正社員

登用試験を実施しているほか、多数の臨時雇用者を確保するための採用活動も、各事業拠点ごとに計画的に実施し

ております。  

    また、階層別研修・職種別実務研修・管理職養成研修等による従業員教育に注力し、人材の早期育成に努めると

ともに、年齢や経験に拘らず達成した業績や発揮した能力を公平に評価するための人事評価制度の導入や、報奨・

表彰制度、管理職・専門職選考会等の実施により、社内活性化を図っております。 

    しかしながら、今後、採用環境の急激な変化により校舎展開に必要な人材が十分に確保できない場合、あるい

は、当社の人材育成が計画どおりに進捗しなかった場合等には、出校計画の遂行に支障が生じ、見直しが必要とな

る可能性があるほか、当社が目指す質の高い教育サービスが提供できず、塾生のニーズを満たすことが困難になる

こと等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ④個人情報の管理について 

    当社グループでは、当社を中心に顧客及び職員に関わる多数の個人情報を保有し、利用しております。そのた

め、個人情報の管理体制の構築と強化はグループ全体の重要な課題と認識し、常に見直しと向上に努めておりま 



   す。その一環といたしまして、当社では、情報セキュリティ委員会、個人情報保護対策チームを設置し、個人情報

の管理体制強化に努めるとともに、プライバシーマークも取得しております。グループ会社につきましては、当社

個人情報保護対策チームが主導し、個人情報保護体制についての管理・指導を行い、適切な管理に努めておりま

す。 

    しかしながら、万一、何らかの原因により、個人情報が流出した場合には、信用失墜による生徒数の減少、また

は損害賠償請求などにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ⑤事業拠点が首都圏に集中していることについて 

    当社が運営する進学塾は全て首都圏にあり、その拠点数は本資料発表日現在において118ヶ所(東京都70・千葉県

13・埼玉県21・神奈川県13、茨城県1、計118ヶ所)となっております。当社は今後も首都圏を中心に建物を賃借

し、直営方式にて運営していく方針でありますが、適切な物件を適切な時期に確保できない場合には、校舎新設計

画の遅延等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ⑥競合に関する影響について 

    当社が事業を展開する地域には多数の競合先があります。当社は難関校受験における当社からの合格者数を増加

させること等により競合他社との差別化を図り、塾生数の確保・増加に努めておりますが、当社出身者の合格実績

が低下した場合、競合先の合格者実績が相対的に上昇した場合、あるいは塾生のニーズに合致した適切な教育サー

ビスを当社が提供できなかった場合には、入塾・通塾生徒数の減少等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

 ⑦生徒の安全管理に係る影響について 

    当社グループは、生徒の学力向上とともに安全な学習環境の確保に努めております。とりわけ当社が開催する夏

期合宿につきましては、３泊４日若しくは４泊５日の日程で実施しており、また子会社である株式会社野田学園が

開催する特訓授業「サマーヴィレッジ」「ウィンターヴィレッジ」も都内のホテルで２週間～４週間の日程で実施

するため、生徒の安全と健康管理を最優先に、細心の注意を払って運営にあたっております。また、株式会社野田

学園では地方から上京する生徒のための学生寮を運営しており、生徒の安全・健康及び精神面でのサポート体制に

ついては十分に配慮して管理しております。これまでは日常の生徒指導におきましても、また当該夏期合宿や特訓

授業におきましても、特段の事態は発生しておりませんが、万一、今後何らかの事情により当社の管理責任が問わ

れる事態が発生した場合には、当社グループのブランド力・評判の低下に繋がり、業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

   

 ⑧株式会社ナガセによる株式会社四谷大塚の子会社化について   

    当社が提携塾契約を締結している株式会社四谷大塚は、中学受験指導の草分け的存在でありますが、大学受験指

導を主たる事業とする株式会社ナガセが、同社の全株式を平成18年10月に取得し子会社化しております。 

    当該提携塾契約の主たる内容は、株式会社四谷大塚の発行する教材類を一定の掛け率(割引価格)で購入できるこ

と、同社のカリキュラムに準拠して指導すること、並びに同社の公認テスト会場として、当社がその代行的な業務

を行うことができること等が定められております。当該契約は平成９年９月の締結以来、これまで円滑に更新(２

年ごとに自動更新)されており、現在の契約期限は平成21年８月31日となっております。 

    当社は、中学受験指導において、株式会社四谷大塚との提携塾契約に基づき同社のカリキュラムに準拠した指導

を行っており、中学受験の合格実績も提携塾の中でトップクラスにあることから、当面は当該契約の更新に支障は

ないものと考えております。また、何らかの理由により当該契約が更新されなかった場合の影響は、割引価格によ

る教材購入ができなくなること、並びに公認テスト会場の運営ができなくなること等、限定的なものであり、その

場合においても、株式会社四谷大塚の指導カリキュラムの継続は可能であること、並びに当社がこれまでに培った

独自のノウハウ(志望校別カリキュラム及び教材の開発等)により新しいカリキュラムを立ち上げることも可能であ

ること等から、影響はほとんどないものと考えております。 

    当社は引き続き、株式会社四谷大塚との提携関係を維持していく方針でありますが、万一、契約更新ができなく

なった場合には、公認テスト会場としての従来サービスの提供に支障がでること、あるいは新しい指導カリキュラ

ムへの移行に時間を要すること等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  



     当社の企業集団は、当社（株式会社早稲田アカデミー）と、当社の100％出資子会社である株式会社野田学園、連結

対象子会社である株式会社ビーケアの３社で構成されております。 

   当社は、主に小学１年生から高校３年生までを対象とする進学学習指導業務及び不動産賃貸業務等を営んでおりま

す。進学学習指導業務につきましては、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県に校舎展開を行っており、全て

直営方式で運営しております。不動産賃貸部門等につきましては、当社が自社保有する不動産物件を賃貸するほか、

社会人対象の研修事業「Ｗ-ＥｘＰｅｒＴ（ダブルエキスパート）」「教師力養成塾」を行っております。 

     株式会社野田学園は、「野田クルゼ」の名称で、医歯薬理工系専門の大学受験予備校を営んでおり、当社は、株式

会社野田学園から管理部門の事務業務を受託しております。 

     株式会社ビーケアは、次世代インターネット・プロトコル「ＩＰｖ６」を用いたマルチキャスト映像配信システム

（商品名：「リアライビジョン」）の導入販売、並びに「リアライビジョン」を活用した広告のプロデュース等を営

んでおり、当社に対して当該システム（「リアライビジョン」）を提供しております。また、当社は、株式会社ビー

ケアから管理部門の事務業務を受託しております。また、株式会社ビーケアは、株式会社野田学園から事務所を賃借

しております。 

  

   以上述べた事項を事業系統図によって示しますと、次のとおりであります。 

   【事業系統図】  

  （注）株式会社野田学園、株式会社ビーケアは連結対象子会社であります。 

  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、教育産業としての社会的使命と責任を認識し、「目標に向かって真剣に取り組む人間の創造」と

いう経営理念に基づき、学ぶ人々に勇気と感動を与え、より高い目標の実現に向け、ともに成長してまいります。 

 当社においては、「本気でやる子を育てる」という創業当時からの教育理念を堅持し、単に、志望校に合格するこ

とだけを目的とするのではなく、「自らの力で考え、困難を乗り越え、未来を切り拓いていくことのできる子供達を

育てること」を基本方針としております。企業体としては、学習塾経営の中で培ってきた人材育成・生徒指導のノウ

ハウや、様々な教育コンテンツを活用し、社会人教育や学校教育とのコラボレーションといった新たな事業領域にも

積極的に進出し、磐石な経営基盤を確立してまいります。 

 国際社会の中で資源の乏しい日本が発展していくためには、何より優秀な人材が求められています。当社グループ

は、21世紀の知的教育の一翼を担い、多様化する教育ニーズに応えていくことにより社会貢献を果たすとともに、学

習塾事業を核とした総合教育産業としての成長を実現し、企業価値の最大化を目指してまいります。   

  (2）目標とする経営指標 

 当社グループが目標とする経営指標といたしましては、収益性を表す指標として、売上高経常利益率を重視してお

ります。 

 当社におきましては、売上高経常利益率15％を中長期の目標と設定し、業務の効率化・標準化の推進と、費用の削

減に努め、利益率の向上を図ってまいります。また、当社の校舎展開につきましては、関東圏で250校体制を構築す

ることを、中長期の目標としております。 

 子会社２社につきましては、早期に収益基盤を確立し、安定的な利益創出体制を構築することが最優先課題であ

り、現時点では経営上の数値目標は設定しておりません。  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループ経営の核である学習塾事業におきましては、同業他社に対する明確な差別化であり、同時に、少子化

の進行によって中下位の学校における入試が平易化している環境下においても、安定的な集客を実現するための企業

価値である「難関志望校への高い合格実績」を更に伸長させることに注力してまいります。同時に、経営基盤を強化

させるために、当社グループが保有する資源（人的資源、技術やノウハウ等の無形の資源）を活用できる新たなビジ

ネスフィールドを積極的に開拓してまいります。 

 当社におきましては、御三家中学、開成高校、早慶附属中学・高校、東大・早慶上智大学等の難関校への合格実績

を更に高め、他社との差別化を推進するとともに、入試制度や公教育制度の変化にもいち早く対応し、合格に直結す

る指導に努めてまいります。顧客層を拡大し、合格実績を伸長させるための具体策としては、①従業員教育の充実と

指導システムのメンテナンス、②低学年層を対象としたサブ・コンテンツの開発、③海外・地方の提携塾との関係強

化、④リピーターの獲得に繋がる施策に注力してまいります。 

 また、新規ビジネスといたしましては、社会人対象の研修事業、私公立学校の講座受託、教育コンテンツの配信・

販売等に取り組み、収益基盤の強化を図ってまいります。  

  子会社２社におきましては、各社の特色を活かしつつ、当社とのシナジーが発揮できる事業スキームの形成に努

め、企業グループとしての収益に寄与できる体制作りを図ってまいります。  

(4）会社の対処すべき課題    

 当社グループは、中長期の経営戦略に基づき、業容の拡大と磐石な経営基盤の確立を実現していくために、以下の

事項を対処すべき優先課題と認識して取り組んでまいります。 

 ① 研修体系の見直しと内容の充実を図り、早期人材育成と顧客サービスの質的向上を促進。 

 ② 採用活動におけるノウハウの向上とシステム化による、継続的かつ安定的な人材獲得。 

 ③ 進学塾事業で培ったノウハウを活用した社会人研修事業、教育コンテンツ販売を推進し、経営基盤を強化。 

 ④ 低学年向けサブ・コンテンツの拡充、海外並びに地方の提携塾との連携強化により、顧客層の拡大と合格実績 

   伸長を推進。 

 ⑤ 校舎運営の標準化遵守と経費削減を徹底し、売上高経常利益率を向上。 

 ⑥ 社内統合型システムの再構築により、事務管理業務の効率化と内部管理体制の強化を推進。 

 ⑦ 企業グループとして、収益・合格実績両面において、業績へのシナジーが発揮される事業スキームの形成。  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 当社は、役員及び主要個人株主との取引について極力実施しないことを基本方針としております。事業運営上やむ

をえない必要性から取引せざるを得ない場合には、取引の範囲・内容・条件について十分かつ厳格な検討を行い、そ

の公正性・妥当性が確保されることを前提に、取締役会で可否を決定することとしております。 

 以上の基本方針に基づき、当社は現在、役員及び主要個人株主との取引は行っておりません。  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 582,611 464,374

営業未収入金 844,475 832,185

有価証券 8,225 8,256

たな卸資産 45,015 －

商品及び製品 － 36,894

原材料及び貯蔵品 － 3,516

繰延税金資産 237,718 235,398

その他 375,253 287,638

貸倒引当金 △26,521 △29,423

流動資産合計 2,066,778 1,838,840

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,123,917 4,471,047

減価償却累計額 △2,356,708 △2,477,851

建物及び構築物（純額） ※1  1,767,208 ※1  1,993,196

土地 ※1  2,165,230 ※1  2,007,357

リース資産 － 227,418

減価償却累計額 － △26,770

リース資産（純額） － 200,647

建設仮勘定 651,297 117,131

その他 405,900 418,564

減価償却累計額 △275,876 △301,620

その他（純額） 130,023 116,944

有形固定資産合計 4,713,760 4,435,278

無形固定資産   

のれん 654,592 17,231

その他 ※1  159,690 ※1  568,059

無形固定資産合計 814,283 585,291

投資その他の資産   

投資有価証券 344,169 347,005

長期貸付金 70 －

繰延税金資産 298,083 240,203

長期未収入金 135,000 135,000

差入保証金 1,417,835 1,550,372

その他 181,514 106,922

貸倒引当金 △152,437 △153,522

投資その他の資産合計 2,224,236 2,225,981

固定資産合計 7,752,280 7,246,551

資産合計 9,819,059 9,085,392



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 129,542 122,085

短期借入金 ※1  1,050,000 ※1  1,434,800

1年内返済予定の長期借入金 ※1  418,030 ※1  190,530

未払費用 614,380 636,280

リース債務 － 44,403

未払法人税等 518,470 439,889

前受金 319,416 276,584

賞与引当金 336,767 349,432

役員賞与引当金 10,000 －

その他 547,330 443,322

流動負債合計 3,943,938 3,937,329

固定負債   

長期借入金 ※1  768,420 ※1  577,890

リース債務 － 157,074

退職給付引当金 266,723 280,029

役員退職慰労引当金 286,890 －

その他 49,457 33,858

固定負債合計 1,371,491 1,048,851

負債合計 5,315,430 4,986,180

純資産の部   

株主資本   

資本金 467,304 467,304

資本剰余金 416,253 416,253

利益剰余金 3,612,300 3,890,341

自己株式 △630 △598,872

株主資本合計 4,495,227 4,175,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,596 △82,627

評価・換算差額等合計 △2,596 △82,627

少数株主持分 10,997 6,811

純資産合計 4,503,628 4,099,211

負債純資産合計 9,819,059 9,085,392



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 16,098,204 16,756,519

売上原価 11,507,546 12,370,676

売上総利益 4,590,657 4,385,843

販売費及び一般管理費 ※1  3,192,254 ※1  3,211,659

営業利益 1,398,403 1,174,183

営業外収益   

受取利息 6,794 5,483

受取配当金 5,656 1,596

受取保険料 1,369 585

自動販売機収入 1,799 1,953

広告掲載料 4,409 3,260

その他 4,682 8,150

営業外収益合計 24,711 21,030

営業外費用   

支払利息 33,434 45,045

その他 4,882 885

営業外費用合計 38,316 45,931

経常利益 1,384,798 1,149,281

特別利益   

生命保険解約益 24,178 －

受取保険金 － 271,896

投資有価証券売却益 65,700 645

賃貸借契約短縮に伴う受領違約金 18,983 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 286,890

固定資産売却益 － 108,971

移転補償金 － 64,046

その他 133 997

特別利益合計 108,994 733,448

特別損失   

固定資産処分損 ※2  73,851 ※2  69,313

投資有価証券評価損 2,239 9,449

のれん償却額 － ※3  568,904

弔慰金 － 33,000

社葬費 － 13,703

その他 － 8,884

特別損失合計 76,090 703,255

税金等調整前当期純利益 1,417,702 1,179,474

法人税、住民税及び事業税 683,070 652,760

法人税等調整額 8,115 99,389

法人税等合計 691,185 752,149

少数株主損失（△） △4,840 △4,186

当期純利益 731,357 431,511



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 467,304 467,304

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 467,304 467,304

資本剰余金   

前期末残高 416,253 416,253

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 416,253 416,253

利益剰余金   

前期末残高 2,980,698 3,612,300

当期変動額   

剰余金の配当 △99,756 △153,470

当期純利益 731,357 431,511

当期変動額合計 631,601 278,041

当期末残高 3,612,300 3,890,341

自己株式   

前期末残高 △630 △630

当期変動額   

自己株式の取得 － △598,241

当期変動額合計 － △598,241

当期末残高 △630 △598,872

株主資本合計   

前期末残高 3,863,626 4,495,227

当期変動額   

剰余金の配当 △99,756 △153,470

当期純利益 731,357 431,511

自己株式の取得 － △598,241

当期変動額合計 631,601 △320,200

当期末残高 4,495,227 4,175,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 47,801 △2,596

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50,398 △80,030

当期変動額合計 △50,398 △80,030

当期末残高 △2,596 △82,627



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 － 10,997

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10,997 △4,186

当期変動額合計 10,997 △4,186

当期末残高 10,997 6,811

純資産合計   

前期末残高 3,911,428 4,503,628

当期変動額   

剰余金の配当 △99,756 △153,470

当期純利益 731,357 431,511

自己株式の取得 － △598,241

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △39,400 △84,217

当期変動額合計 592,200 △404,417

当期末残高 4,503,628 4,099,211



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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   

税金等調整前当期純利益 1,417,702 1,179,474

減価償却費 350,833 404,694

のれん償却額 75,285 653,076

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,246 3,987

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,864 2,665

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,531 13,306

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,606 △286,890

受取利息及び受取配当金 △12,450 △7,079

支払利息 33,434 45,045

投資有価証券評価損益（△は益） 2,239 9,449

投資有価証券売却損益（△は益） △65,700 △645

生命保険解約益 △24,178 －

受取保険金 － △271,896

固定資産売却損益（△は益） － △108,971

固定資産処分損益（△は益） 73,851 69,313

売上債権の増減額（△は増加） △13,521 12,289

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,922 4,605

仕入債務の増減額（△は減少） 6,074 △7,457

前受金の増減額（△は減少） △464,695 △14,834

その他の資産の増減額（△は増加） △4,317 △57,725

その他の負債の増減額（△は減少） △848 △30,761

小計 1,418,308 1,611,647

利息及び配当金の受取額 13,126 8,078

利息の支払額 △34,483 △43,735

保険金の受取額 － 271,896

法人税等の支払額 △702,235 △731,725

営業活動によるキャッシュ・フロー 694,715 1,116,160



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △110,279 △143,439

投資有価証券購入のための預け金支出 △149,716 －

投資有価証券購入のための預け金返還 － 17,378

投資有価証券の売却による収入 177,200 105,444

有形固定資産の取得による支出 △913,871 △513,303

有形固定資産の売却による収入 35,214 535,125

固定資産の処分による支出 △15,004 △25,970

無形固定資産の取得による支出 △6,469 △244,594

新規連結子会社の株式取得による支出 △856,494 －

差入保証金の差入による支出 △161,132 △231,948

差入保証金の回収による収入 69,326 35,622

貸付けによる支出 △1,400 △250

貸付金の回収による収入 1,267 2,196

その他投資等の取得による支出 △8,296 △1,818

その他投資等の売却による収入 47,878 －

その他の収入 － 86,522

定期預金の増減額（△は増加） 85,273 △100,230

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,806,503 △479,265

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 910,000 384,800

長期借入れによる収入 700,000 －

長期借入金の返済による支出 △796,003 △418,030

社債の償還による支出 △52,000 △45,000

リース債務の返済による支出 － △25,940

自己株式の取得による支出 － △598,241

配当金の支払額 △99,188 △152,919

財務活動によるキャッシュ・フロー 662,808 △855,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △448,979 △218,435

現金及び現金同等物の期首残高 1,034,690 ※1  585,711

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  585,711 ※1  367,275



 該当事項はありません。 

   

（5）継続企業の前提に関する注記

（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数         ２社 

連結子会社の名称 

 株式会社野田学園 

 株式会社ビーケア 

なお、株式会社野田学園及び株式会社ビ

ーケアは、株式取得により当連結会計年

度より連結子会社となりました。 

連結子会社の数         ２社 

連結子会社の名称 

 株式会社野田学園 

 株式会社ビーケア 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法適用会社はありません。  持分法適用会社はありません。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

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

総平均法により算定） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左  

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

総平均法による原価法 

② たな卸資産 

 当社及び国内連結子会社は主として総

平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切り下げの方

法により算定）を採用しております。 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法）を採用してお

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   ３年～50年 

① 有形固定資産(リース資産除く） 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法）を採用してお

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   ３年～50年 

  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

基づく定額法を採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産除く） 

 同左 

  ③ 長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

③ 長期前払費用 

同左 



  

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  

  

  

 ────────── 

    

④ リース資産 

 リース期間を耐用年数として、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

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。 

  

(3）重要な引当金の計上基準

  

  

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、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 

 従業員に対する賞与支給に充当するた

め、支給見込額のうち当連結会計年度負

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 

 役員の賞与支給に備えるため、当連結

会計年度における支給見込額に基づき計

上しております。 

  

 ────────── 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。 

 会計基準変更時差異については退職給

付会計適用初年度にて一括費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（８年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理することと

しております。 

③ 退職給付引当金 

同左  

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職金規程に基づく当連結会計

年度末要支給額を計上しております。 

  

────────── 



項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（4）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。 

  

────────── 

（5）重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

 また、特例処理の要件を満たしている金

利スワップ取引については、特例処理によ

っております。  

①ヘッジ会計の方法 

               同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  当連結会計年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとお

りであります。  

ヘッジ手段 

   金利スワップ 

ヘッジ対象 

   借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

               同左 

  

  

 ヘッジ手段 

             同左  

   ヘッジ対象 

             同左  

  ③ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関する社内規程に

基づき、金利変動リスクをヘッジしてお

ります。 

③ヘッジ方針  

        同左 

   ④ヘッジ有効性の評価の方法 

  特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップ取引及び金利キャップ取引のみで

あるため、有効性の評価を省略しており

ます。  

④ヘッジ有効性の評価の方法 

同左  

  

（6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 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。 

①消費税等の会計処理  

        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.のれんの償却に関する事

項 

のれんについては、３年～10年の期間で均

等償却としております。  

  

  

               同左 

  

 ７.連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、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

内に満期又は償還期限の到来する短期投資

からなっております。  

  

               同左 

  

  

  



  

 （7）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  

会計処理の変更 

  

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  

────────── 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

の変更 

 たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として総平均法に

よる原価法によっておりましたが、当連

結会計年度より「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）が適用されたことに伴

い、主として総平均法による原価法（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。 

  これによる、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益への影響はあり

ません。 

（２）リース取引に関する会計基準の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、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し

たが、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度

に係る連結財務諸表から適用することが

できることになったことに伴い、当連結

会計年度からこれらの会計基準等を適用

し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。 

  なお、リース取引開始日がリース会計

基準適用初年度開始前の所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引については、引

き続き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。 

  この結果、従来の方法によった場合に

比べて、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える影響は軽微で

あります。 



 表示方法の変更 

  

        

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （連結貸借対照表） 

──────────   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

 内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「原

材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。  

   なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

千円、 千円であります。 41,521 3,494



（8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 

建物 446,960千円 

土地 1,415,657  

借地権（無形固定資産） 103,330  

計 1,965,948千円 

建物 651,333千円 

土地 1,638,960  

借地権（無形固定資産） 103,330  

計 2,393,625千円 

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 

短期借入金 

（１年内返済予定の長期借入金

を含む） 

1,268,030千円 

長期借入金 668,420  

計 1,936,450千円 

短期借入金 

（１年内返済予定の長期借入金

を含む） 

525,330千円 

長期借入金 577,890  

計 1,103,220千円 

 ２ 当座貸越  ２ 当座貸越 

 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は、次のとおりであります。 

 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３行と当座貸越契約また、当期の安定資金

を確保し財務基盤の強化を図るため、取引銀行７行と

分割実行可能期間付シンジケートローン契約を締結し

ております。これらの契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は、次のとおりであります。 

当座貸越極度額 700,000千円 

借入実行額 650,000  

差引額 50,000千円 

当座貸越極度額 1,500,000千円 

借入実行額 1,300,000  

差引額 200,000千円 



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額 ※１ 販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額 

給与手当 525,115千円 

広告宣伝費 1,225,939  

賞与引当金繰入額 59,900  

役員賞与引当金繰入額  10,000  

退職給付引当金繰入額 18,177  

役員退職慰労引当金繰入額 22,606  

貸倒引当金繰入額 13,135  

のれん償却額 75,285  

給与手当 534,155千円 

広告宣伝費 1,249,684  

賞与引当金繰入額 62,022  

退職給付引当金繰入額 25,034  

貸倒引当金繰入額 7,402  

のれん償却額 84,172  

※２ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 

    

建物及び構築物除却損 58,166千円 

器具及び備品除却損 680  

原状回復費用等 15,004  

計 73,851千円 

建物及び構築物除売却損 40,116千円 

器具及び備品除却損 1,025  

土地の売却損 2,839  

原状回復費用等 25,331  

計 69,313千円 

  

────────── 

※３ のれん償却に関する事項 

 「連結財務諸表における資本連結手続きに関する

実務指針」（日本公認会計士協会 平成20年３月25

日会計制度委員会報告第7号）第32項の規定に基づ

き、のれんを償却しております。  



前連結会計年度（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 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  7,676  －  －  7,676

合計  7,676  －  －  7,676

自己株式         

普通株式  2  －  －  2

合計  2  －  －  2

  
（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28日 

定時株主総会 
普通株式  99,756  13 平成19年３月31日 平成19年６月28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27日 

定時株主総会 
普通株式  153,470 利益剰余金  20 平成20年３月31日 平成20年６月30日



当連結会計年度（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 

 （注）自己株式の増加738,564株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加738,500株、単元未満株式の買取

    りによる増加64株であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  

  
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  7,676,040 － －  7,676,040

合計  7,676,040 － －  7,676,040

自己株式         

普通株式  2,500  738,564 －  741,064

合計  2,500  738,564 －  741,064

  
（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27日 

定時株主総会 
普通株式  153,470  20 平成20年３月31日 平成20年６月30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６月26日 

定時株主総会 
普通株式  138,699 利益剰余金  20 平成21年３月31日 平成21年６月29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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成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 582,611千円 

有価証券勘定 8,225  

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △5,011  

別段預金 △113  

現金及び現金同等物 585,711千円 

現金及び預金勘定 464,374千円 

有価証券勘定 8,256  

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △105,022  

別段預金 △333  

現金及び現金同等物 367,275千円 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 学習塾部門の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

ト資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 学習塾部門の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

ト資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

  ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

   ①リース資産の内容 

    有形固定資産 

    学習塾事業における器具及び備品であります。 

  ②リース資産の減価償却の方法 

   「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項４.会計処理基準に関する事項（2）重要な減

価償却資産の減価償却の方法」に記載の通りであり

ます。 

   なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前

の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、その内容は次

の通りであります。  

(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 

   
器具及び備品 

（その他）   
合計

取得価額相当額  1,043,298千円  1,043,298千円

減価償却累計額相当

額  527,035   527,035 

期末残高相当額  516,263千円  516,263千円

   
器具及び備品 

（その他）   
合計

取得価額相当額  786,521千円  786,521千円

減価償却累計額相当

額  454,507   454,507 

期末残高相当額  332,013千円  332,013千円

(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 

(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 

１年内 184,470千円 

１年超 339,061  

合計 523,531千円 

１年内 140,617千円 

１年超 197,960  

合計 338,578千円 

(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 222,367千円 

減価償却費相当額 212,763  

支払利息相当額 9,405  

支払リース料 191,527千円 

減価償却費相当額 183,203  

支払利息相当額 7,681  

(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。 

…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。 

・利息相当額の算定方法 ・利息相当額の算定方法 

…リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっております。 

…リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっております。 

(減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

(減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

(1）役員及び個人主要株主等 

（注）１．当社が賃借している校舎の賃借契約に対する連帯保証につきましては、保証料の支払及び担保の提供は 

     ありません。 

保証件数及び年間対象賃借料は次の通りです。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含んで表示しております。 

  

  

  

当連結会計年度（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。 

  

   （追加情報）  

    当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及 

    び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適

    用しております。 

     なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

    

（関連当事者情報）

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員及び主

要株主 
須野田誠  －  －

当社代表

取締役社

長 

（被所有） 

直接 

30.0

 －  －

 当社が賃借

している校舎

の賃借契約に

対する連帯保

証（注） 

－  － －

氏名 保証件数（件）（平成20年３月31日）
年間対象賃借料（千円）
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

須野田 誠  2  20,731



（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（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の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

流動資産     

（繰延税金資産）     

賞与引当金繰入超過額 137,030千円 

貸倒引当金繰入超過額 9,827  

未払事業税 43,733  

その他 49,519  

繰延税金資産小計 240,111  

評価性引当額 △2,392  

繰延税金資産合計 237,718  

固定資産     

（繰延税金資産）     

税務上の繰越欠損金 164,313千円 

貸倒引当金繰入超過額  62,026  

会員権評価損 4,069  

投資有価証券評価損 2,214  

退職給付引当金超過額 107,326  

役員退職慰労引当金 116,735  

その他有価証券評価差額金 1,781  

その他 19,527  

繰延税金資産小計 477,995  

評価性引当額 △179,911  

繰延税金資産合計  298,083  

繰延税金資産の純額 535,802  

流動資産     

（繰延税金資産）     

賞与引当金繰入超過額 142,184千円 

貸倒引当金繰入超過額 10,656  

未払事業税 38,364  

その他 46,316  

繰延税金資産小計 237,521  

評価性引当額    △2,122  

繰延税金資産合計 235,398  

固定資産     

（繰延税金資産）     

税務上の繰越欠損金 148,979千円 

貸倒引当金繰入超過額  62,468  

投資有価証券評価損 22,637  

退職給付引当金超過額 113,041  

その他有価証券評価差額金 56,687  

その他 65,813  

繰延税金資産小計 469,627  

評価性引当額   △229,599  

繰延税金資産合計  240,027  

繰延税金資産の純額 475,426  

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

なった主な項目別の内訳 

  

  ％ 

法定実効税率  40.69

（調整）      

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.15

住民税均等割等  1.10

のれん償却  2.16

評価性引当額の増減  3.53

その他  0.12

税効果会計適用後の法人税等の負担率  48.75   

  ％ 

法定実効税率  40.69

（調整）      

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.41

住民税均等割等  1.42

のれん償却  22.53

その他  △2.28

税効果会計適用後の法人税等の負担率  63.77



１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）当連結会計年度において、有価証券について9,449千円（その他有価証券で時価のある株式419千円、その他

有価証券で時価のない株式9,030千円）減損処理を行っております。 

  なお、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50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認めら

れた額について減損処理を行っております。 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（有価証券関係）

  種類

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

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 

(1）株式  132,557  147,829  15,271     ー    ー     ー 

(2）債券             

① 国債・地方債等  －  －  －  ー     ー     ー 

② 社債  －  －  －     ー     ー     ー 

③ その他  －  －  －     ー     ー     ー 

(3）その他  －  －  －     ー     ー     ー 

小計  132,557  147,829  15,271     ー     ー     ー 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式  656  377  △279      281,067      153,940  △127,127

(2）債券             

① 国債・地方債等  －  －  －     ー     ー     ー 

② 社債  202,075  182,705  △19,370      201,443     188,837      △12,606

③ その他  －  －  －     ー     ー     ー 

(3）その他  －  －  －     ー     ー     ー 

小計  202,732  183,082  △19,650  482,511  342,777  △139,733

合計  335,289  330,911  △4,378  482,511  342,777  △139,733

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

売却額（千円）
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

 177,200  65,700  －  105,444  645     － 

種類 
前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

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     

非上場株式  13,258  4,227

マネー・マネージメント・ファンド  8,225  8,256



４．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 

  

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円）  

５年超（千円）
１年以内
（千円）  

１年超５年以内 
（千円）  

５年超（千円）

 債券                               

  社債  －  100,000  100,000     －     100,000      100,000

  合計  －  100,000  100,000     －      100,000      100,000



１．取引の状況に関する事項 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引であります。 

１．取引の内容 

       同左 

２．取引に関する取組方針 

 デリバティブ取引は、金利変動リスクを回避するこ

とが目的であり、投機的な取引は行わない方針であり

ます。 

２．取引に関する取組方針 

                         同左  

３．取引の利用目的  

 デリバティブ取引は、金利関連では借入金利等の将

来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回

避する目的で利用しております。 

 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。 

３．取引の利用目的 

                         同左 

ヘッジ会計の方法  

 繰延ヘッジ処理によっております。  

ヘッジ会計の方法  

                     同左  

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 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段・・・同左 

 ヘッジ対象・・・同左 

ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行っております。 

ヘッジ方針 

同左  

ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引及

び金利キャップ取引のみであるため、有効性の評価を

省略しております。 

ヘッジ有効性評価の方法 

                     同左  

４．取引に係るリスクの内容 

 利用している固定金利支払・変動金利受取の金利ス

ワップ取引については、将来の金利変動によるリスク

があります。 

 また、主要金融機関を相手方としており、信用リス

クはほとんどないと判断しております。 

４．取引に係るリスクの内容 

                         同左  

５．取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行、管理については、取引権

限を定めた社内ルールに従い、決裁担当者の承認を得

て行っております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

                         同左  

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明  

 取引の時価等に関する事項についての契約額等はあ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、

または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ

バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま

せん。 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明  

                         同左 



２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 当社グループは、金利スワップ取引を利用していますが、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引

のみであるため、記載しておりません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当社グループは、金利スワップ取引を利用していますが、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引

のみであるため、記載しておりません。 



  

 前連結会計年度（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。  

 当連結会計年度（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。  

（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31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 

 当社グループは、確定給付型の制度として退職一時

金制度および適格退職年金制度を設けております。 

 当社グループは、確定給付型の制度として退職一時

金制度および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 ２．退職給付債務に関する事項 

  （平成20年３月31日現在）   （平成21年３月31日現在） 

イ 退職給付債務 △458,546 千円

ロ 年金資産 133,179  

ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ） △325,366  

ニ 未認識数理計算上の差異 58,643  

ホ 退職給付引当金（ハ＋ニ） △266,723  

イ 退職給付債務 △506,803 千円

ロ 年金資産 180,051  

ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ） △326,751  

ニ 未認識数理計算上の差異 46,722  

ホ 退職給付引当金（ハ＋ニ） △280,029  

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日現在） （自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日現在） 

勤務費用 72,390 千円

利息費用 8,020  

期待運用収益 △2,846  

数理計算上の差異の費用処理額 8,940  

退職給付費用合計 86,504  

勤務費用 78,963 千円

利息費用 8,722  

期待運用収益 △2,663  

数理計算上の差異の費用処理額 11,920  

退職給付費用合計 96,943  

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 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.0％

④ 数理計算上の差異の処理年数 8年

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.0％

④ 数理計算上の差異の処理年数 8年

（ストック・オプション等関係）



 （注） 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。 

  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（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 585円47銭 １株当たり純資産額 590円11銭 

１株当たり当期純利益金額 95円31銭 １株当たり当期純利益金額 57円73銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益（千円）  731,357  431,511

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）  731,357  431,511

期中平均株式数（株）  7,673,540  7,474,501

（重要な後発事象）

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(1)連結子会社の土地・建物の売却 

当社の連結子会社である株式会社野田学園は、平成19

年11月30日開催の取締役会において、所有する土地・建

物の売却について決議し、不動産売買契約を締結の上、

平成20年５月30日に当該土地・建物の引渡しを完了いた

しました。その概要は次のとおりです。 

①所在地 

東京都練馬区豊玉中二丁目12番地３ 

②売却物件 

土地 700.43㎡（面積）  建物 867.00㎡（面積） 

③売却先 

東京都港区赤坂四丁目２番６号 

株式会社ＴＦＤコーポレーション 

代表取締役 船間隆行 

④売却金額 

565百万円 

⑤当該事象の損益に与える影響 

当該土地・建物の売却により発生した固定資産売却益

108百万円につきましては、平成21年３月期連結会計年度

に特別利益として計上する予定であります。 

  

 ────────── 

(2)役員退職慰労金制度の廃止 

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会において、役

員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。制度の廃止

に伴い、全取締役並びに監査役からの同意を得て、役員退

職慰労引当金については、全額戻し入れを行う予定です。

①制度の廃止日 平成20年４月25日 

②当該事象の損益に与える影響 

 平成21年３月期において、役員退職慰労引当金戻入益

286百万円を特別利益に計上する予定であります。 

  

  ────────── 



５．個別財務諸表 
（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 412,566 322,917

営業未収入金 838,924 820,352

有価証券 8,225 8,256

商品 41,346 －

商品及び製品 － 36,879

貯蔵品 3,272 －

原材料及び貯蔵品 － 3,369

前渡金 600 995

前払費用 204,176 252,009

繰延税金資産 237,718 235,398

関係会社短期貸付金 323,260 116,166

預け金 149,716 －

その他 4,195 18,985

貸倒引当金 △23,674 △26,459

流動資産合計 2,200,329 1,788,871

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,356,053 3,498,798

減価償却累計額 △1,800,524 △1,974,953

建物（純額） ※1  1,555,528 ※1  1,523,844

構築物 108,471 114,564

減価償却累計額 △62,212 △68,295

構築物（純額） 46,259 46,268

車両運搬具 10,406 －

減価償却累計額 △9,653 －

車両運搬具（純額） 752 －

工具、器具及び備品 344,838 364,020

減価償却累計額 △223,635 △256,129

工具、器具及び備品（純額） 121,202 107,890

土地 ※1  1,520,945 ※1  1,516,655

リース資産 － 227,418

減価償却累計額 － △26,770

リース資産（純額） － 200,647

建設仮勘定 190,608 117,131

有形固定資産合計 3,435,298 3,512,439

無形固定資産   

借地権 ※1  121,952 ※1  121,952

ソフトウエア 9,990 6,921

ソフトウエア仮勘定 － 246,907

その他 26,519 26,519

無形固定資産合計 158,462 402,301



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 344,169 347,005

関係会社株式 1,026,950 307,317

出資金 20 －

関係会社長期貸付金 673,226 593,334

長期前払費用 68,805 78,917

繰延税金資産 298,083 240,027

長期未収入金 135,000 135,000

差入保証金 1,406,605 1,539,242

保険積立金 89,283 4,598

会員権 23,405 23,405

従業員長期貸付金 70 －

貸倒引当金 △152,437 △153,522

投資その他の資産合計 3,913,182 3,115,327

固定資産合計 7,506,943 7,030,067

資産合計 9,707,272 8,818,938

負債の部   

流動負債   

買掛金 126,704 120,553

短期借入金 ※1  1,050,000 ※1  1,334,800

1年内返済予定の長期借入金 ※1  418,030 ※1  190,530

1年内償還予定の社債 45,000 －

リース債務 － 44,403

未払金 321,572 325,338

未払費用 608,742 631,297

未払法人税等 518,116 439,541

未払消費税等 101,746 68,272

前受金 180,887 156,317

預り金 28,930 28,916

賞与引当金 335,250 348,011

役員賞与引当金 10,000 －

流動負債合計 3,744,981 3,687,982

固定負債   

長期借入金 ※1  768,420 ※1  577,890

リース債務 － 157,074

退職給付引当金 244,300 261,588

役員退職慰労引当金 286,890 －

預り保証金 18,515 15,376

固定負債合計 1,318,126 1,011,929

負債合計 5,063,108 4,699,911



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 467,304 467,304

資本剰余金   

資本準備金 416,253 416,253

資本剰余金合計 416,253 416,253

利益剰余金   

利益準備金 17,388 17,388

その他利益剰余金   

別途積立金 220,000 220,000

繰越利益剰余金 3,526,444 3,679,579

利益剰余金合計 3,763,833 3,916,968

自己株式 △630 △598,872

株主資本合計 4,646,761 4,201,654

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,596 △82,627

評価・換算差額等合計 △2,596 △82,627

純資産合計 4,644,164 4,119,026

負債純資産合計 9,707,272 8,818,938



（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   

学習塾売上高 15,587,901 16,170,990

不動産賃貸等売上高 94,888 110,853

売上高合計 15,682,790 16,281,843

売上原価   

学習塾売上原価 11,105,525 11,887,824

不動産賃貸等売上原価 69,883 69,627

売上原価合計 11,175,408 11,957,451

売上総利益 4,507,382 4,324,392

販売費及び一般管理費 ※2  2,984,435 ※2  3,027,584

営業利益 1,522,947 1,296,807

営業外収益   

受取利息 ※1  5,760 ※1  21,274

有価証券利息 4,580 3,455

受取配当金 5,545 973

受取事務手数料 470 278

受取保険料 1,369 585

自動販売機収入 1,514 1,685

広告掲載料 4,409 3,256

その他 4,798 11,178

営業外収益合計 28,449 42,688

営業外費用   

支払利息 24,640 44,884

社債利息 711 －

その他 4,544 885

営業外費用合計 29,896 45,769

経常利益 1,521,500 1,293,726



（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   

投資有価証券売却益 65,700 645

賃貸借契約短縮に伴う受領違約金 18,983 －

固定資産売却益 － 129

役員退職慰労引当金戻入額 － 286,890

受取保険金 － 271,896

移転補償金 － 64,046

その他 － 997

特別利益合計 84,683 624,606

特別損失   

固定資産処分損 ※3  45,853 ※3  67,516

投資有価証券評価損 2,239 9,449

関係会社株式評価損 － 719,633

弔慰金 － 31,000

社葬費 － 13,703

その他 － 2,743

特別損失合計 48,092 844,045

税引前当期純利益 1,558,090 1,074,286

法人税、住民税及び事業税 682,800 652,400

法人税等調整額 △7,600 115,281

法人税等合計 675,199 767,681

当期純利益 882,890 306,605



（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 467,304 467,304

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 467,304 467,304

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 416,253 416,253

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 416,253 416,253

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 17,388 17,388

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,388 17,388

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 220,000 220,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 220,000 220,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,743,309 3,526,444

当期変動額   

剰余金の配当 △99,756 △153,470

当期純利益 882,890 306,605

当期変動額合計 783,134 153,134

当期末残高 3,526,444 3,679,579

利益剰余金合計   

前期末残高 2,980,698 3,763,833

当期変動額   

剰余金の配当 △99,756 △153,470

当期純利益 882,890 306,605

当期変動額合計 783,134 153,134

当期末残高 3,763,833 3,916,968



（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) 

自己株式   

前期末残高 △630 △630

当期変動額   

自己株式の取得 － △598,241

当期変動額合計 － △598,241

当期末残高 △630 △598,872

株主資本合計   

前期末残高 3,863,626 4,646,761

当期変動額   

剰余金の配当 △99,756 △153,470

当期純利益 882,890 306,605

自己株式の取得 － △598,241

当期変動額合計 783,134 △445,106

当期末残高 4,646,761 4,201,654

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 47,801 △2,596

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50,398 △80,030

当期変動額合計 △50,398 △80,030

当期末残高 △2,596 △82,627

純資産合計   

前期末残高 3,911,428 4,644,164

当期変動額   

剰余金の配当 △99,756 △153,470

当期純利益 882,890 306,605

自己株式の取得 － △598,241

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50,398 △80,030

当期変動額合計 732,736 △525,137

当期末残高 4,644,164 4,119,026



 該当事項はありません。 

   

（4）継続企業の前提に関する注記



（5）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 

総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 

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、売却原価は総平均

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 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

総平均法による原価法   主として総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切り下げの方法により算定）を採用して

おります。  

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法）を採用してお

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         ３年～50年 

(1）有形固定資産（リース資産除く） 

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法）を採用してお

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         ３年～50年 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、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。これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

  

 ────────── 

  

（追加情報） 

 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。これによ

る損益に与える影響額は軽微でありま

す。 

  

 ────────── 

  (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

定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産（リース資産除く） 

同左 

  (3）長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同左 



  

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）リース資産 

  リース期間を耐用年数として、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前のリース取引に

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。 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、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 

 従業員に対する賞与支給に充当するた

め、支給見込額のうち当期の負担額を計

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 

 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。 

 会計基準変更時差異については退職給

付会計適用初年度にて一括費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（８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。 

(3）退職給付引当金 

 同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。 

  

 ────────── 

  



  

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） 

５．学習塾売上高の計上基準  授業料収入（講習会収入、合宿収入を含

む）は、受講期間に対応して収益を計上

し、教材収入は教材提供時に、また入塾金

収入は現金受領時にそれぞれ収益として計

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。

  

────────── 

  

７．ヘッジ会計の方法 (1）繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理の条件

を充たしている場合には、特例処理を採

用しております。 

(1）繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

同左 

  (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 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……同左 

・ヘッジ対象……同左 

  (3）ヘッジ方針 

 当社のデリバティブ取引は、金利変動

リスクを回避することが目的であり、投

機的な取引は行わない方針であります。

(3）ヘッジ方針 

同左 

８．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 

 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。 

(1）消費税等の会計処理  

同左 



   会計方針の変更 

  

   表示方法の変更 

（6）重要な会計方針の変更

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） 

  

────────── 

 （１）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、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９号 平成18年７月５日）が適用されたこ

とに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表に

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。 

 これによる、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）リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基

準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後

開始する事業年度に係る財務諸表から適用することができ

ることになったことに伴い、当事業年度からこれらの会計

基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利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） 

──────────   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事業年度に

おいて、「商品」「貯蔵品」として掲記されていたもの

は、当事業年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵

品」と掲記しております。 



（7）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

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．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 

建物 446,960千円 

土地 1,415,657  

借地権 103,330  

計 1,965,948千円 

建物 454,878千円 

土地 1,410,238  

借地権 103,330  

計 1,968,447千円 

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 

短期借入金 1,050,000千円 

一年内返済予定の長期借入金  218,030  

長期借入金 668,420  

計 1,936,450千円 

短期借入金 334,800千円 

一年内返済予定の長期借入金  90,530  

長期借入金 577,890  

計 1,003,220千円 

 ２．当座貸越  ２．当座貸越 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの

契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次の

とおりであります。 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約また、当期の安定資金を確保し

財務基盤の強化を図るため、取引銀行７行と分割実行

可能期間付シンジケートローン契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は、次のとおりであります。 

当座貸越極度額 700,000千円 

借入実行額 650,000  

差引額 50,000千円 

当座貸越極度額 1,400,000千円 

借入実行額 1,200,000  

差引額 200,000千円 



（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31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。 

関係会社よりの受取利息      3,717千円 

※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。 

関係会社よりの受取利息      千円 19,564

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。なお、販売費及び一般管理費の

内訳割合は、販売費が50.8％、一般管理費が 49.2％

となっております。 

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。なお、販売費及び一般管理費の

内訳割合は、販売費が ％、一般管理費が ％と

なっております。 

49.9 50.1

販売費     

広告宣伝費 1,150,026千円 

販売促進費 187,576  

      

一般管理費     

役員報酬 149,591千円 

給与手当 513,037  

賞与引当金繰入額 59,318  

役員賞与引当金繰入額 10,000  

退職給付引当金繰入額 18,177  

役員退職慰労引当金繰入額 22,606  

貸倒引当金繰入額 13,135  

減価償却費 9,217  

販売費     

広告宣伝費 1,174,919千円 

販売促進費 161,888  

      

一般管理費     

役員報酬 117,522千円 

給与手当 525,857  

賞与引当金繰入額 61,680  

退職給付引当金繰入額 25,034  

貸倒引当金繰入額     7,285  

減価償却費 10,048  

※３．固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。 ※３．固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

建物除却損 29,193千円 

器具及び備品除却損 680  

構築物除却損 974  

原状回復費用等 15,004  

計 45,853千円 

建物除売却損 39,357千円 

器具及び備品除却損 1,025  

土地の売却損  2,839  

原状回復費用等 24,292  

計 67,516千円 



前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の増加738,564株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加738,500株、単元未満株式の 

   買取りによる増加64株であります。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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） 

普通株式  2  －  －  2

合計  2  －  －  2

  
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  2,500  738,564     －  741,064

合計  2,500  738,564     －  741,064



（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

   ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

   ①リース資産の内容 

    有形固定資産 

    学習塾事業における器具及び備品であります。 

  ②リース資産の減価償却の方法 

   「（5）重要な会計方針３.固定資産の減価償却の方

法（4）リース資産」に記載の通りであります。 

   なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前

の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、その内容は次

の通りであります。  

(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 

   器具及び備品  合計

取得価額相当額  1,043,298千円  1,043,298千円

減価償却累計額相当

額  527,035千円  527,035千円

期末残高相当額  516,263千円  516,263千円

   器具及び備品  合計

取得価額相当額  786,521千円  786,521千円

減価償却累計額相当

額  454,507千円  454,507千円

期末残高相当額  332,013千円  332,013千円

(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 

(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 

１年以内 184,470千円 

１年超 339,061千円 

合計 523,531千円 

１年以内 140,617千円 

１年超 197,960千円 

合計 338,578千円 

(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 222,367千円 

減価償却費相当額 212,763千円 

支払利息相当額 9,405千円 

支払リース料 191,527千円 

減価償却費相当額 183,203千円 

支払利息相当額 7,681千円 

(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 

(減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

(減損損失について） 

                     同左 



前事業年度（平成20年３月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成21年３月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

  

（有価証券関係）

（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の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

流動資産     

（繰延税金資産）     

賞与引当金繰入超過額 136,413千円 

貸倒引当金繰入超過額 8,720  

未払事業税 43,733  

その他 48,850  

繰延税金資産合計 237,718  

固定資産     

（繰延税金資産）     

貸倒引当金繰入超過額 62,026千円 

会員権評価損 4,069  

投資有価証券評価損 2,214  

退職給付引当金超過額 99,405  

役員退職慰労引当金 116,735  

その他有価証券評価差額金 1,781  

その他 12,761  

繰延税金資産小計 298,994  

評価性引当額 △911  

繰延税金資産合計 298,083  

繰延税金資産の純額 535,802  

流動資産     

（繰延税金資産）     

賞与引当金繰入超過額 141,605千円 

貸倒引当金繰入超過額 9,716  

未払事業税 38,364  

その他 45,713  

繰延税金資産合計 235,398  

固定資産     

（繰延税金資産）     

貸倒引当金繰入超過額 62,468千円 

投資有価証券評価損 2,385  

退職給付引当金超過額 106,440  

関係会社株式評価損    292,818  

その他有価証券評価差額金 56,687  

その他 81,094  

繰延税金資産小計 601,894  

評価性引当額 △361,866  

繰延税金資産合計 240,027  

繰延税金資産の純額 475,426  

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

なった主な項目別の内訳  

  

法定実効税率  40.69 ％ 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 

1.04  

住民税均等割等 0.98  

その他 0.64  

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 

43.34  

法定実効税率  40.69 ％ 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 

1.53  

住民税均等割等 1.53  

関係会社株式評価損 27.37  

その他 0.34  

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 

71.46  



 （注） 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。 

（１株当たり情報）

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  605円22銭  １株当たり純資産額  593円95銭  

１株当たり当期純利益金額 115円06銭  １株当たり当期純利益金額 41円02銭  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
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） 

当期純利益（千円）  882,890  306,605

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）  882,890  306,605

期中平均株式数（株）  7,673,540  7,474,501



（重要な後発事象）

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） 

（役員退職慰労金制度の廃止） 

 当社は、平成20年４月25日開催の取締役会において、役

員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。制度の廃止

に伴い、全取締役並びに監査役からの同意を得て、役員退

職慰労引当金については、全額戻し入れを行う予定です。

①制度の廃止日 平成20年４月25日 

②当該事象の損益に与える影響 

 平成21年３月期において、役員退職慰労引当金戻入益

286百万円を特別利益に計上する予定であります。 

  

 ────────── 



(1）役員の異動 

  該当事項はありません。  

  

  

(2）その他 

 ①生産及び受注の状況 

   該当事項はありません。 

  

 ②部門別販売実績 

 （注）１.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２.生徒数は、期中平均の在籍人数を記載しております。  

    ３.（ ）内は学習塾部門の内数を表しております。また、構成比は販売実績（売上高）全体に対するものであり

     ます。  

  

  

  

  

  

６．その他

 期別

  

  

 品別 

  

 前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

至 平成20年３月31日）  

  

 当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

至 平成21年３月31日）  

 比較増減 

 生徒数（人）  金額（千円）  構成比（％） 生徒数（人） 金額（千円） 構成比（％）  金額（千円）

 学習塾部門  26,725  15,974,819  99.2  27,448  16,572,321  98.9  597,501

 小学部 ( )13,143 ( )7,934,882 ( )49.3 ( )13,547 ( )8,254,424 ( )49.2  319,542

 中学部 ( )11,258 ( )6,497,971 ( )40.3 ( )11,341 ( )6,631,218 ( )39.6  133,246

 高校部等 ( )2,324 ( )1,541,965 ( )9.6 ( )2,560 ( )1,686,678 ( )10.1  144,712

 不動産賃貸部

門等
―  123,384  0.8 ―  184,198  1.1 60,814

 合 計  26,725  16,098,204  100.0  27,448  16,756,519  100.0  658,315


	㈱早稲田アカデミー（4718）平成21年３月期　決算短信: ㈱早稲田アカデミー（4718）平成21年３月期　決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -
	- 16 -: - 16 -
	- 17 -: - 17 -
	- 18 -: - 18 -
	- 19 -: - 19 -
	- 20 -: - 20 -
	- 21 -: - 21 -
	- 22 -: - 22 -
	- 23 -: - 23 -
	- 24 -: - 24 -
	- 25 -: - 25 -
	- 26 -: - 26 -
	- 27 -: - 27 -
	- 28 -: - 28 -
	- 29 -: - 29 -
	- 30 -: - 30 -
	- 31 -: - 31 -
	- 32 -: - 32 -
	- 33 -: - 33 -
	- 34 -: - 34 -
	- 35 -: - 35 -
	- 36 -: - 36 -
	- 37 -: - 37 -
	- 38 -: - 38 -
	- 39 -: - 39 -
	- 40 -: - 40 -
	- 41 -: - 41 -
	- 42 -: - 42 -
	- 43 -: - 43 -
	- 44 -: - 44 -
	- 45 -: - 45 -
	- 46 -: - 46 -
	- 47 -: - 47 -
	- 48 -: - 48 -
	- 49 -: - 49 -
	- 50 -: - 50 -
	- 51 -: - 51 -
	- 52 -: - 52 -
	- 53 -: - 53 -
	- 54 -: - 54 -
	- 55 -: - 55 -


