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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 13,769 4.9 849 △18.5 598 △33.5 32 ―
20年3月期 13,132 0.6 1,042 △30.9 899 △38.6 △122 ―

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 3.29 ― 0.7 4.9 6.2
20年3月期 △12.94 ― △2.9 7.2 7.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △56百万円 20年3月期  43百万円

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 11,768 4,345 36.9 432.19
20年3月期 12,456 4,276 34.3 452.94

（参考） 自己資本   21年3月期  4,345百万円 20年3月期  4,276百万円

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 1,660 △560 △1,107 2,079
20年3月期 739 △2,484 1,587 2,086

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 ― 5.50 ― 8.00 13.50 127 ― 2.8
21年3月期 ― 5.50 ― 8.00 13.50 135 410.3 3.1
22年3月期 

（予想）
― 5.50 ― 8.00 13.50 135.7

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

5,984 0.3 △533 ― △702 ― △680 ― △67.71

通期 13,922 1.1 676 △20.4 404 △32.3 100 211.3 9.95



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  

（注）詳細は、９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、２１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、３１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 10,440,000株 20年3月期 10,440,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  377,613株 20年3月期  997,813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 11,924 1.7 642 △26.4 545 △21.3 62 ―
20年3月期 11,730 △1.9 873 △35.0 693 △45.9 △304 ―

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 6.44 ―
20年3月期 △32.08 ―

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 10,251 4,055 39.6 403.04
20年3月期 10,997 3,954 36.0 418.79

（参考） 自己資本 21年3月期  4,055百万円 20年3月期  3,954百万円

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および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項につい
ては、３ページの「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
（売上計上基準の変更について） 
 高卒認定・サポート校・通信制高校事業部門におきまして、施設利用収入とその他の収入の一部について、従来は現金受領時に売上として計上しており
ましたが、収益と費用との対応関係をより適正に表示することを目的に、翌連結会計年度から受講期間に応じて売上計上する方法に変更いたします。当
該会計処理方法による業績への影響は、従来の方法によった場合と比較して、連結売上高につきまして５億90百万円減少する見込みでありますが、生徒
数の増加と経費削減に注力し、上記の連結売上高、連結営業利益、連結経常利益、連結当期純利益を見込んでおります。 
なお、当該会計処理方法による業績への影響は翌連結会計年度のみの影響となります。また、当該処置は会計上の処理であり、入金方法の変更を伴うも
のではないため、資金面での影響はありません。 
 

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

5,373 2.8 △424 ― △480 ― △444 ― △44.17

通期 12,148 1.9 646 0.5 525 △3.7 194 209.2 19.34



１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題から端を発した国際金融情勢の動揺や急

速な円高などにより、企業業績は大幅に悪化し、先行き不透明感がさらに強まる展開となってまいりました。当業

界におきましても少子化傾向の継続、可処分所得の減少による教育支出の伸び悩み、競合環境の一層の激化が進行

し、ドメインの拡大を意図したＭ＆Ａや提携による業界再編が行われております 

 このような外部環境の中、当社グループでは経営理念（顧客への貢献・社員への貢献・社会への貢献）に基づ

き、最善の授業の質の追求にこだわり、「成績向上」を柱とした教育の質的向上による生徒・保護者満足度向上に

取り組んでまいりました。また、社員の自己変革・自己成長を加速化し、次代のリーダーの育成を推進するととも

に、２校目の通信制高校の開校等、学校教育分野への更なる進出、青少年の健全育成とキャリア育成のための教育

分野に注力してまいりました。 

 具体的には、教員毎の担当クラス成績向上度等の指標を全社オープン化するとともに、指導法研修を強化いたし

ました。また、新規10校の開校および全館当社仕様による独立校舎5校の設置（内、1校は新規校）等による設備の

増強、更には高付加価値サービスの提供を意図して、株式会社増進会出版社（Ｚ会）と業務・資本提携を、株式会

社市進と業務提携を、株式会社アルクと業務・資本提携を行いました。 

 経営基盤の充実面におきましては、一層の理念浸透と個々の社員の自己成長を支援するために、「アメーバ経

営」を全社導入し、各校単位での経営者意識を持った人材育成に注力するとともに、内部統制システムの構築とコ

ンプライアンス意識の全従業員への徹底を進めてまいりました。 

 さらに、コーポレートビジョンである「社会で活躍できる人づくりを実現できる最高の教育機関」を目指し、学

校教育の分野においても構造改革特区を活用した２校目の通信制高校としてウィザス ナビ高等学校を開校すると

ともに、中・高生向けキャリア教育講座の実施ならびに「いじめ問題」に対する情報発信やカウンセリング活動を

実施してまいりました。 

 以上の結果として、当連結会計年度における当社グループの連結売上高は137億69百万円（前期比4.9％増）とな

り、連結営業利益は8億49百万円（前期比18.5％減）、連結経常利益は5億98百万円（前期比33.5％減）、当期純利

益は投資有価証券評価損２億80百万円および減損損失86百万円を特別損失として計上するため32百万円（前期は１

億22百万円の当期純損失）となりました。 

 事業の部門別の業績は次のとおりであります。 

 （学習塾事業） 

 既存校においての好調な生徒増と前年度より連結子会社となった株式会社佑学社も堅調に推移し、新規７校・

移転８校（内、独立校舎４校）の設備増強と相まって、期末生徒数は17,755人（前期比6.6％増）と過去最高の

生徒数となりました。その結果、売上高は72億60百万円（前期比6.2％増）となりましたが、先行投資的要素の

強い独立校舎等の設備および人員の増強、ＣＲＭ強化のためのＩＴ投資、内部統制等の管理機能強化のためのコ

スト増により、営業利益は11億49百万円（前期比2.7％減）となりました。（営業利益には本社管理部門の間接

費用は配賦させておりません。） 

（高卒認定・サポート校・通信制高校事業） 

 平成20年４月のウィザス ナビ高校開校が寄与し、通信制高校部門およびサポート校部門での堅調な生徒数の

増加は見られたものの、高卒認定コースの広報訴求および高卒認定試験制度の普及活動の不足から、新規入学者

数の減少等により、期末生徒数9,726人（前期比2.5％増）となりました。その結果、売上高については59億84百

万円（前期比0.1％減）、新規３校・移転１校による設備・人員の増強、通信制高校基幹システム等のＩＴ投

資、内部統制等の管理機能強化のためのコスト増により、営業利益は９億86百万円（前期比17.3％減）となりま

した。（営業利益は本社管理部門の間接費用は配賦させておりません。） 

  ＊高卒認定試験＝文部科学省の実施する高等学校卒業程度認定試験をさします。 

（その他の収益事業） 

  その他の収益事業は、幼児教育事業部門、スクールシティ事業部門、キャリアサポート事業部門、健康情報

関連事業部門、テナント賃貸収益、および連結子会社の広告代理業の外部売上に係る業績を計上しており、売上

高は５億23百万円（前期比72.0％増）、営業損失は１億39百万円（前期は23百万円の営業損失）となりました。



 （参考：事業部門別の売上高及び生徒数の状況）                 （単位：千円、未満切捨て） 

 （注１）学習塾事業(連結子会社)は、平成19年９月末に株式100%を取得した連結子会社である㈱佑学社に係るもので

ありますが、前連結会計年度における生徒数および金額は、全株式取得後の６か月分の平均生徒数と連結売上

高を記載しております。また、同社の決算期は２月であり、生徒数と売上高との関連性を欠くため、区分して

記載しております。尚、当連結会計年度につきましては通期の業績であります。 

（注２）高認・サポート校・通信制高校事業部門の生徒数において、通信制高校とサポート校に併用在籍する生徒がい

るため、通信制高校の生徒数についてはサポート校に在籍せず、通信制高校のみに在籍する生徒数をカウント

しております。（ ）内にその内数を記載しております。（サポート校に併用在籍する生徒はサポート校の生

徒数としてカウントしております。） 

（注３）幼児教育部門、スクールシティ事業部門、キャリアサポート事業部門、および連結子会社の教育に係る広告代

理業につきましては、本来「教育事業」に区分すべきものでありますが、重要性が乏しいため「その他の収益

事業」に含めております。「その他の収益事業」は幼児教育事業部門、スクールシティ事業部門、キャリアサ

ポート事業部門、健康情報関連事業部門、テナント賃貸収益、および連結子会社の教育に係る広告代理業の外

部売上に係る売上高を記載しておりますが、生徒数は幼児教育事業部門のみの在籍生徒数を記載しておりま

す。 

（注４）生徒数は期中平均数を記載しております。 

（注５）記載金額には、消費税等は含んでおりません。 

 

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）  

増減率 

  

生徒数 金額   構成比 生徒数 金額   構成比 

   人  千円   ％   人  千円   ％    ％ 

 学習塾事業 14,434 6,611,276 50.4 15,046 6,788,607 49.3 2.7 

学習塾事業（連結

子会社）  
1,546 222,932 1.7 1,542 471,879 3.4 111.7 

高認・サポート校 7,696 5,993,238 
  

45.6 
  

7,737 5,984,657 
  

43.5 
  

△0.1 
   ・通信制高校事業 (299) (249) 

その他の収益事業  458 304,595 2.3 542 523,918 3.8 72.0 

計  24,134 13,132,042 100.0 24,867 13,769,062 100.0 4.9 



 ② 次期の見通し 

 今後の見通しとしましては、新学習指導要領への移行を受けて教育サービスに対する需要を喚起するものと思

われますが、景気回復の見通しがつかず、個人消費の低迷が続くものと予想され、業界内での生徒獲得のための

サービス間競争が激化するものと推測されます。 

 このような状況の中、当社グループは顧客満足度の向上と多様化する教育ニーズにきめ細かく対応することに

より、コーポレートビジョンである「社会で活躍できる人づくりを実現できる最高の教育機関」の実現を目指し

ます。 

 学習塾事業部門におきましては、「一層の成績向上」を柱とした教育サービスの質的充実、より顧客の受講し

やすい教科選択制の実施、提携各社との連携をもとに高付加価値サービスとして実施する「Ｚ会教材活用コー

ス」や「個別対応型web授業ウィングネット」の本格開講、新規５校・移転９校（内、独立校舎３校）の校展開

等により、生徒数の増加に注力してまいります。 

 高卒認定・サポート校・通信制高校事業部門におきましては、メディアを活用した高卒認定試験制度普及活動

の推進、きめ細かな教育ニーズに対応するための「個別対応型web授業ウィングネット」の校展開、未出校地域

の潜在顧客や全日制高校生が高卒認定コースを受講し易くするための在宅型web通信講座「高認スーパーゲット

コース」の開講、他企業の従業員教育・資格教育の一環としての提携型通信制高校授業の展開等により、生徒数

の増加に注力してまいります。 

 グループ全体では、改めて経営理念の浸透と経営管理手法として導入してまいりました「アメーバ経営の深

化」により、付加価値の高いサービスの提供と新たな教育サービスの開発を通じて、企業の継続的発展と企業価

値の向上に注力してまいります。 

 通期の業績としましては、連結売上高139億22百万円、連結営業利益６億76百万円、連結経常利益４億４百万

円、連結当期純利益１億円を見込んでおります。 

（売上計上基準の変更について） 

高卒認定・サポート校・通信制高校事業部門におきまして、施設利用収入とその他の収入の一部について、従

来は現金受領時に売上として計上しておりましたが、収益と費用との対応関係をより適正に表示することを目的

に、翌連結会計年度から受講期間に応じて売上計上する方法に変更いたします。当該会計処理方法による業績へ

の影響は、従来の方法によった場合と比較して、連結売上高につきまして５億90百万円減少する見込みでありま

すが、生徒数の増加と経費削減に注力し、上記の連結売上高、連結営業利益、連結経常利益、連結当期純利益を

見込んでおります。 

なお、当該会計処理方法による業績への影響は翌連結会計年度のみの影響となります。また、当該処置は会計上

の処理であり、入金方法の変更を伴うものではないため、資金面での影響はありません。 

  



（２）財政状態に関する分析 

〔資産、負債、純資産の状況〕 

① 資産の部 

当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度に比べ６億88百万円減少し、117億68百万円（前年同期比

5.5％減）となりました。これは主に、校舎の移転・統合を主とした有形固定資産の取得による増加はあった

ものの、財務基盤の健全化を意図した土地の売却、ソフトウェア等の無形固定資産の償却、並びに、時価評価

による投資有価証券の簿価切り下げによる減少が主なものであります。 

② 負債の部 

当連結会計年度における負債の額は、前連結会計年度に比べ7億57百万円減少し、74億22百万円（前年同期比

9.3％減）となりました。これは主にシンジケートローンの早期返済による長期借入金の減少によるものであ

ります。 

③ 純資産の部 

当連結会計年度における純資産の額は、前連結会計年度に比べ68百万円増加し、43億45百万円（前年同期比

1.6％増）となりました。これは主に当期純利益の増加ならびに土地売却に伴う土地再評価差額金の減少等に

よるものであります。 

〔キャッシュ・フローの状況〕 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ７百万円減少し、20億79百万円（前期比0.3％減）となりました。 

 当連結会計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とおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は16億60百万円（前連結会計年度に比べ９億20百万円の

資金の増加）となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益1億56百万円の計上、非資金取引とし

て、減価償却費を5億73百万円、投資有価証券評価損を2億80百万円計上したことに加え、前受金の増加90百万

円の資金の増加があったことによるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は５億60百万円（前連結会計年度は24億84百万円の資金

の使用）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出８億72百万円、投資有価証券の取得による

支出１億50百万円、貸付金の実行による支出76百万円の資金の減少があったものの、有形固定資産の売却によ

る収入７億1百万円の資金の増加があったことによるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は11億７百万円（前連結会計年度は15億87百万円の資金

の取得）となりました。これは主に借入金の実行による収入24億22百万円、社債の発行による収入５億円、自

己株式の処分による収入１億65百万円の資金の増加がありましたが、借入金の返済による支出38億13百万円、

社債の償還による支出２億50百万円、配当金の支払額１億29百万円の資金の減少があったことによります。 



 （参考：キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 （注）指標の算式は次のとおりであります。 

・ 自己資本比率：株主資本／総資産 

                      平成19年3月期以降については、(純資産の部合計－新株予約権－少数株主持分)／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／営業キャッシュ・フロー 

・ インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１． 各指標は、何れも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２． 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３． 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。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て

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主の皆様に対する利益還元を最重要課題の一つと考えており、これまでも安定配当を主眼に置いた配当

政策を実施してまいりました。 

 利益配分の基本方針としましては企業体質の強化および内部留保に留意しながらも、安定配当に主眼を置いた考え

方をとっております。従いまして、今後とも現状水準の安定配当を維持しつつ、当期純利益が増加した場合は積極

的な配当政策を実施していく所存であります。 

 このような方針に基づき、当期の利益配当金につきましても1株につき13円50銭を予定しております。また、次期

の配当金については前述の基本方針に則り決定する予定です。 

(4）事業等のリスク 

当社グループの事業の状況、経理の状況など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、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グルー

プが判断したものであります。 

① 業界の競合状況について 

構造的な少子化傾向が継続するなか、市場規模の縮小と相まって生徒獲得競争は厳しい競合が継続しており、

ドメインの拡大を意図したＭ＆Ａや提携による業界再編が行われております。今後、展開地域内での競合状況だ

けでなく、業界内の再編動向等についても迅速に対応していけない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

② 人材確保について 

当社では500名を超える社員と1,600名を超える非常勤講師を雇用しておりますが、優秀な教員の継続的確保や

育成が困難になった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 教育制度の変更について 

学習指導要領の改定等、行政による教育制度の変更は度々発生しております。制度変更に対して早期に察知で

きなかったり、適切な対応ができなかったりした場合は、ビジネス・チャンスの逸失や集客の低下等により、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 個人情報の取扱いについて 

当社グループでは、当連結会計年度の期中平均生徒数でも約2万4千名強の生徒が在籍しており、卒業生分を含

めると多数の個人情報を有しております。当社グループの対策の一環として、プライバシー・マークの取得をし

ておりますが、何らかの原因により個人情報が流出した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  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 42.3 ％  43.4 ％  38.3 ％   36.9 ％  

 時価ベースの自己資本比率 69.2 ％  44.3 ％  18.3 ％   15.5 ％  

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 102.9 ％  167.7 ％  480.1 ％   145.1 ％  

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ 93.3 倍  60.5 倍  19.8 倍   23.5 倍 



⑤ 大規模自然災害によるリスクについて 

当社グループが展開している地域において、大規模な地震、新型インフルエンザの大流行等の自然災害が発生

した場合、昨年度開発いたしましたインターネット上のネットスクールの集合体「＊スクールシティ」による在

宅型web通信講座によって対応することとしておりますが、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

＊「スクールシティ」は、インターネット上のネットスクールの集合体です。受講者は、スクールシティに所属

することで、地域・時間に制約されることなくノンストップで、総合的な教育サービスを受けることができま

す。 



２．企業集団の状況 

当社グループは、当社（株式会社ウィザス）および子会社８社（株式会社ブリーズ、株式会社ハーモニック、株式会

社ＳＲＪ、株式会社ナビ、株式会社トマティスジャパン、株式会社尚や、株式会社佑学社、株式会社グローバルエー

ル）、並びに関連会社６社（株式会社第一プログレス、株式会社ウィルシステム、株式会社キャリアナビ、株式会社メ

リック教育システム、株式会社フォレスト、株式会社翻訳センター）により構成されています。当連結会計年度のグル

ープ会社の異動状況は、連結子会社として、平成21年２月に学校法人エール学園との共同出資により、株式会社グロー

バルエール（持分比率70％）を新規設立いたました。 

また、前連結会計年度末まで非連結子会社であった、株式会社尚やは重要性が増したため、持分法適用の非連結子会社

としております。 

当社グループの概要  

広告代理業グループ（２社）  

株式会社ブリーズは大阪を中心に西日本地域で広告代理業を中心とした事業を行っており、株式会社第一プログレ

スは首都圏を中心とした地域で、広告代理業、出版事業を主たる業務とした事業活動を行っております。当社の生徒

募集を含めた広告宣伝・人材募集企画、当社が使用する各種教材の制作や印刷物等、それぞれの地域で当社との連携

を深め、効果的な生徒募集戦略にも寄与しております。 

教育関連グループ（９社） 

株式会社佑学社は、大阪府内で学習塾を経営しており、当社の学習塾事業部門とのノウハウの共有化を通じて、お

互いの教務内容のより一層の充実を実現すべく運営しております。株式会社ＳＲＪは、主に速読用学習ソフトの開発

や速読教室の展開活動を行っており、当社の教室においても右脳開発コースを取り入れ、当社と緊密な取引を行って

おります。株式会社キャリアナビは、当社および共同出資企業の塾生や一般の方を対象に、主にボキャブラリー英語

検定資格試験の販売を中心とした教育事業を行っております。株式会社ハーモニックは、内閣府による構造改革特区

を活用して、株式会社による広域通信制単位制高等学校の設立を茨城県高萩市に提案、その通信制高校を運営するた

めに設立した当社の100％子会社であります。同じく株式会社ナビは、株式会社ハーモニックと同様に、構造改革特

区を活用した当社グループで２番目の広域性通信制単位制高等学校の運営をするために設立した子会社で、平成20年

４月に開校いたしました。株式会社トマティスジャパンは、聴覚・心理等に関するカウンセリングセンターの運営や

カウンセラーの養成講座を開設していますが、右脳開発関連事業という共通のジャンルにより株式会社ＳＲＪと連携

を深め顧客開拓に取組んでおります。株式会社メリック教育システムは、教務に関するコンサルティングや教育セミ

ナー等の企画・運営を行っております。株式会社フォレストは、中学受験専門の個別指導塾の運営を行っておりま

す。株式会社グローバルエールは、ネット・web等を活用した日本語等の語学教育および能力開発養成に関する教育

講座の企画・立案・販売を行っております。  

その他のグループ会社（３社）  

株式会社ウィルシステムは北海道地区を中心にコンピューター技術者の企業への派遣、ソフトウェア開発等の事業

を行っております。株式会社尚やは、食を通して沖縄の自然と文化を守り、顧客へ喜びを与えるべく主に沖縄料理を

提供する店舗を運営しております。株式会社翻訳センターは、医療翻訳、特許翻訳、金融翻訳、工業（ＩＴ関連）翻

訳など、企業向けの専門分野の翻訳を行っております。  

以上の企業集団等の関係を図示すれば以下のようになります。  



 
 

速読等ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄの販売

聴覚等のｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

ｾﾝﾀｰの開設、経営 

（右脳開発関連事業 2 社） 

《その他のグループ会社》 3 社 

教務指導ﾉｳﾊｳの共有化 学習塾の運営 

広告代理店営業 

出版事業 

学習塾事業、高認・サポート校事業等の経営 

ソフトウェアの開発 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ技術者の派遣 

教育ｾﾐﾅｰの企画・運営 

ﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰ検定試験の実施

書籍の販売 

通信制高校の運営

生徒募集 

広告代理店営業 

教務に関するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

ﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰ検定試験の販売

書籍の販売 

右脳学習教材（速読）の販売 

サポート校の提携 

通信制高校のサポート校運営 

生徒募集・人材募集広告の発注

各種教材・印刷物の発注 

生徒募集広告の企画・立案 

各種イベントの企画・立案 

当

  

社 

※株式会社 ブリーズ（関西圏） 

《広告代理業グループ会社》 2 社 

★株式会社 S R J 

株式会社 キャリアナビ 

◆株式会社メリック教育システム 

《教育関連グループ会社》 9 社 

株式会社 ウィルシステム 
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等

※印 連結子会社    ★印 持分法適用非連結子会社 

☆印 非連結子会社  ◆印  関連会社で持分法非適用会社  無印 関連会社で持分法適用会社

※株式会社 佑学社 

☆株式会社 トマティスジャパン 

※ 株式会社 ハーモニック

※ 株式会社 ナビ 

◆株式会社フォレスト 
教務に関するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 中学受験個別指導塾運営 

★株式会社 尚や

株式会社 翻訳センター 

飲食店経営 

専門分野･翻訳事業 

株式会社 第一プログレス（首都圏）

 

☆株式会社 グローバルエール ｽｸｰﾙｼﾃｨの運営 ｽｸｰﾙｼﾃｨの運営 



３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループでは「顧客への貢献」・「社員への貢献」・「社会への貢献」という経営理念に基づき、「社会で

活躍できる人づくりを実現できる最高の教育機関をめざす」というコーポレートビジョンを掲げており、単に生

徒のみならず、社員・スタッフを含め、「社会で活躍できる人づくり」に全企業活動をコンセントレートして、

その実現を目指しております。そのために、私たちは具体的な方針として、 

① 現行の学校教育制度の中で、履修内容をより確かに理解・定着するための洗練された教育システムの構築 

② 現行の学校教育では対応できない教育分野での独自のプログラムとノウハウの確立 

③ 教育の場の多様化にいち早く対応し、類のない完成度の高い教育の確立 

等の方針を掲げ、これらの実践を通じてより一層の経営基盤の強化を図り、株主・顧客・社員にその成果を還元

できる企業づくりを目指しております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループでは投下資本の効率性を重視する観点から総資産経常利益率を重要な経営指標とし、その構成要素

である売上高経常利益率と総資本回転率については特に重要と考えております。 

(3）中長期的な経営戦略 

 少子化傾向の継続による一層の選別化が進む中、当教育業界においても競合が激化し、業界再編もますます進む

ものと予測しております。そのような中、当社グループの中長期的な経営戦略といたしましては最善の授業の質

の追求にこだわり、「成績向上」を柱とした教育の質的向上による生徒・保護者満足度向上に取り組みます。ま

た、教育サービス関連分野を中心に、Ｍ＆Ａ・資本提携・業務提携・新会社設立等も含め、積極的な市場の開発

と新しい業態・サービスの構築を目指してまいります。 

 具体的には、東大をはじめハイレベルの通信教育指導で定評のある株式会社増進会出版社（Ｚ会）との業務・資

本提携、株式会社市進とのwebでの映像指導コンテンツ「ウィングネット」の導入で業務提携、株式会社アルクと

のeラーニング・語学教育コンテンツの開発および販売に関する業務・資本提携に見られるように、同業他社を含

めた様々な連携を通して、新たな業態開発とサービス力の向上に努め、更なる発展を図ってまいります。  

(4）会社の対処すべき課題 

  今後の経済状況は先行きの不透明感が一層加わり、消費動向に大きな影響が出るおそれをはらみつつ、各家庭

における教育費の支出にも影響が生じるおそれも観測されるようになってまいりました。そうした中、当社グル

ープでは次に掲げる事項を当面の対処すべき課題として認識し、対処してまいります。 

 学習塾事業におきましては、難関校の合格実績確保、全教員の教務力の底上げと顧客対応能力の強化、新規エ

リアへの参入・校舎設備更新による集客上の競合優位確保、同業他社との差別化によるブランド力の強化等が対

処すべき最重要課題と認識しております。このような課題に対する対処といたしまして、難関校合格を目的とし

た専門校（ブランド名、シュール合格指導会）の拡大、優秀な人材確保のための人材採用部門の確立および顧客

満足度調査・研修の強化、独立型校舎の開校による地域ナンバーワン戦略の展開を実施してまいります。 

  高卒認定・サポート校・通信制高校事業におきましては、高卒認定制度活用の啓蒙・普及活動の活性化と市場

拡大、当社グループの校舎展開地域での学校との信頼関係に基づく生徒の紹介入学の強化、サポート校・通信制

高校事業における一層の連携強化と効率的業務運営の強化、同業他社との差別化によるブランド力の強化等が対

処すべき最重要課題と認識しております。このような課題に対する対処といたしまして、メディア・書籍を活用

した高卒認定試験制度の認知拡大施策による市場占有率の向上、個別の学校訪問・全国レベルでの教育イベント

の実施等による学校担当者との信頼関係の構築、高卒認定・サポート校と通信制高校間での連携した運営による

業務の円滑化と効率化を実施してまいります。 

 当社グループとしましては、「社会で活躍できる人づくりを実現できる最高の教育機関をめざす」というコー

ポレートビジョン実現のため、各事業分野でのブランド・イメージの向上を図りつつ、経営理念に基づいたグル

ープ全体のシナジー向上と提携・Ｍ＆Ａによる新市場・新サービスへの参入を果敢に行ってまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況」に記載しております。 

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 



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 2,093,655 2,086,586

受取手形及び売掛金 2,632 35,159

授業料等未収入金 450,839 460,569

有価証券 － 6,875

たな卸資産 93,160 －

商品及び製品 － 12,874

教材 － 54,898

原材料及び貯蔵品 － 12,627

繰延税金資産 129,538 126,432

未収還付法人税等 150,909 202

その他 386,703 375,068

貸倒引当金 △33,453 △28,837

流動資産合計 3,273,985 3,142,457

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,016,528 4,125,836

減価償却累計額 △1,752,662 △1,641,150

建物及び構築物（純額） 2,263,865 2,484,686

土地 1,223,622 908,271

建設仮勘定 212,110 62,000

その他 555,379 654,711

減価償却累計額 △358,322 △445,836

その他（純額） 197,056 208,874

有形固定資産合計 3,896,654 3,663,832

無形固定資産   

ソフトウエア 326,993 302,491

その他 283,875 201,893

無形固定資産合計 610,868 504,385

投資その他の資産   

投資有価証券 1,553,515 1,405,659

長期貸付金 287,036 253,158

差入保証金及び敷金 1,394,057 1,442,033

前払年金費用 107,467 30,815

繰延税金資産 460,066 463,356

保険積立金 678,758 670,257

その他 160,905 271,386

貸倒引当金 △172,513 △225,714

投資その他の資産合計 4,469,294 4,310,953



（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) 

固定資産合計 8,976,818 8,479,171

繰延資産   

創立費 455 303

開業費 205,504 146,185

繰延資産合計 205,960 146,489

資産合計 12,456,763 11,768,118

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 235,936 273,356

短期借入金 1,360,832 950,832

1年内償還予定の社債 206,000 94,000

未払金 393,882 401,189

未払法人税等 61,637 88,645

未払消費税等 9,043 35,835

前受金 2,776,554 2,866,738

賞与引当金 207,263 213,209

その他 177,269 274,002

流動負債合計 5,428,419 5,197,809

固定負債   

社債 24,000 386,000

長期借入金 1,961,168 979,836

退職給付引当金 424,630 496,142

役員退職慰労引当金 305,832 319,538

再評価に係る繰延税金負債 309 309

その他 35,688 42,865

固定負債合計 2,751,628 2,224,692

負債合計 8,180,048 7,422,502

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,299,375 1,299,375

資本剰余金 1,589,377 1,517,213

利益剰余金 3,030,039 2,464,704

自己株式 △380,492 △146,113

株主資本合計 5,538,299 5,135,180

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △63,273 △57,585

土地再評価差額金 △1,198,311 △731,978

評価・換算差額等合計 △1,261,584 △789,564

純資産合計 4,276,715 4,345,616

負債純資産合計 12,456,763 11,768,118



（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 13,132,042 13,769,062

売上原価 9,763,419 10,527,366

売上総利益 3,368,623 3,241,695

販売費及び一般管理費 2,325,765 2,391,816

営業利益 1,042,857 849,878

営業外収益   

受取利息 13,628 10,785

受取配当金 15,729 11,557

保険解約返戻金 － 28,899

持分法による投資利益 43,519 －

イベント協力金収入 5,420 6,225

その他 24,630 21,941

営業外収益合計 102,928 79,409

営業外費用   

支払利息 37,318 70,808

貸倒引当金繰入額 153,050 107,148

開業費償却 31,296 60,252

社債発行費 1,251 14,271

持分法による投資損失 － 56,466

その他 23,504 22,213

営業外費用合計 246,421 331,160

経常利益 899,364 598,128

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,223 －

固定資産売却益 8,421 79,637

投資有価証券売却益 23,532 －

その他 5,190 6,242

特別利益合計 38,369 85,879

特別損失   

固定資産売却損 4,344 83,109

固定資産除却損 107,232 55,647

投資有価証券評価損 313,634 280,361

減損損失 61,356 86,609

役員退職慰労引当金繰入額 292,164 －

会員権評価損 1,850 －

その他 24,225 21,838

特別損失合計 804,807 527,566

税金等調整前当期純利益 132,925 156,442

法人税、住民税及び事業税 213,773 160,545

法人税等調整額 42,111 △36,230



（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) 

法人税等合計 255,885 124,314

当期純利益又は当期純損失（△） △122,959 32,127



（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 1,299,375 1,299,375

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,299,375 1,299,375

資本剰余金   

前期末残高 1,589,377 1,589,377

当期変動額   

自己株式の処分 － △72,163

当期変動額合計 － △72,163

当期末残高 1,589,377 1,517,213

利益剰余金   

前期末残高 3,444,713 3,030,039

当期変動額   

剰余金の配当 △128,788 △130,880

当期純利益又は当期純損失（△） △122,959 32,127

自己株式の処分 － △830

持分法適用会社の減少による持分増減額
（△は減少）

△13,601 －

持分法適用会社の増加による持分増減額
（△は減少）

△49,870 581

土地再評価差額金の取崩 △99,455 △466,332

当期変動額合計 △414,673 △565,334

当期末残高 3,030,039 2,464,704

自己株式   

前期末残高 △344,955 △380,492

当期変動額   

自己株式の取得 △35,537 △3,984

自己株式の処分 － 238,363

当期変動額合計 △35,537 234,379

当期末残高 △380,492 △146,113

株主資本合計   

前期末残高 5,988,510 5,538,299

当期変動額   

剰余金の配当 △128,788 △130,880

当期純利益又は当期純損失（△） △122,959 32,127

自己株式の取得 △35,537 △3,984

自己株式の処分 － 165,369

持分法適用会社の減少による持分増減額
（△は減少）

△13,601 －

持分法適用会社の増加による持分増減額
（△は減少）

△49,870 581

土地再評価差額金の取崩 △99,455 △466,332



（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) 

当期変動額合計 △450,211 △403,119

当期末残高 5,538,299 5,135,180

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 148,411 △63,273

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △211,684 5,687

当期変動額合計 △211,684 5,687

当期末残高 △63,273 △57,585

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,297,766 △1,198,311

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99,455 466,332

当期変動額合計 99,455 466,332

当期末残高 △1,198,311 △731,978

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,149,355 △1,261,584

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112,229 472,020

当期変動額合計 △112,229 472,020

当期末残高 △1,261,584 △789,564

純資産合計   

前期末残高 4,839,155 4,276,715

当期変動額   

剰余金の配当 △128,788 △130,880

当期純利益又は当期純損失（△） △122,959 32,127

自己株式の取得 △35,537 △3,984

自己株式の処分 － 165,369

持分法適用会社の減少による持分増減額（△
は減少）

△13,601 －

持分法適用会社の増加による持分増減額（△
は減少）

△49,870 581

土地再評価差額金の取崩 △99,455 △466,332

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112,229 472,020

当期変動額合計 △562,440 68,901

当期末残高 4,276,715 4,345,616



（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 132,925 156,442

減価償却費 514,131 573,689

減損損失 61,356 86,609

創立費償却額 441 151

開業費償却額 31,296 60,252

固定資産除却損 35,014 8,629

のれん償却額 12,464 24,929

貸倒引当金の増減額（△は減少） 129,027 48,585

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,712 5,945

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,497 71,512

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 245,832 13,706

前払年金費用の増減額（△は増加） 70,730 76,652

受取利息及び受取配当金 △29,357 △22,343

支払利息 37,318 70,808

持分法による投資損益（△は益） △43,519 56,466

投資有価証券売却損益（△は益） △23,532 －

投資有価証券評価損益（△は益） 313,634 280,361

固定資産売却益 △8,421 △79,637

固定資産売却損 4,344 83,109

会員権評価損 1,850 －

売上債権の増減額（△は増加） △31 △40,391

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,951 12,759

仕入債務の増減額（△は減少） △93,383 37,420

前受金の増減額（△は減少） 127,531 90,183

その他の資産の増減額（△は増加） △84,907 90,960

その他の負債の増減額（△は減少） △14,706 41,820

その他 － △22,718

小計 1,421,204 1,725,904

利息及び配当金の受取額 32,214 33,106

利息の支払額 △35,523 △75,524

法人税等の支払額 △678,049 △173,830

法人税等の還付額 － 151,177

営業活動によるキャッシュ・フロー 739,845 1,660,832



（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   

定期預金の預入による支出 △14,035 △64,065

定期預金の払戻による収入 14,022 14,050

有形固定資産の取得による支出 △1,472,424 △872,678

有形固定資産の売却による収入 83,951 701,603

無形固定資産の取得による支出 △195,754 △86,073

投資有価証券の取得による支出 △460,287 △150,092

投資有価証券の売却による収入 145,545 1,000

新規連結子会社の取得による収入 13,708 －

貸付金の実行による支出 △235,350 △76,000

貸付金の回収による収入 51,591 26,034

差入保証金及び敷金等の増加額（△）又は減少額 △93,451 △58,760

開業費の支出 △143,590 －

その他投資活動による収入 100 141,767

その他投資活動による支出 △178,620 △137,549

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,484,593 △560,764

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,772,000 1,972,000

短期借入金の返済による支出 △2,900,000 △2,244,000

長期借入れによる収入 2,200,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △50,320 △1,569,332

社債の発行による収入 30,000 500,000

社債の償還による支出 △300,000 △250,000

自己株式の取得による支出 △35,537 △1,564

自己株式の売却による収入 － 165,369

配当金の支払額 △128,537 △129,625

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,587,605 △1,107,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △157,143 △7,084

現金及び現金同等物の期首残高 2,243,777 2,086,634

現金及び現金同等物の期末残高 2,086,634 2,079,550



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 



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 (イ)連結子会社の数       4社 (イ)連結子会社の数       4社 

  連結子会社 

㈱ブリーズ 

㈱ハーモニック 

㈱ナビ 

㈱佑学社 

連結子会社 

㈱ブリーズ 

㈱ハーモニック 

㈱ナビ 

㈱佑学社 

   ㈱佑学社は、当社が同社株式を追

加取得したことにより、連結子会社

となったため、持分法の適用範囲か

ら除外し、連結の範囲に含めており

ます。    

                  

 (ロ)主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

  ㈱SRJ 

  ㈱トマティスジャパン 

  ㈱尚や  

 ㈱日本速脳速読協会は平成19年10月1

日㈱SRJと合併いたしました。 

 ㈱尚やは、平成19年7月に新規設立い

たしました。 

 ㈱メリック教育システムは当社の同社

に対する持分比率が低下したため、関

連会社となりました。  

 (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、何れも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

  

  

  

  

  

                 

 (ロ)主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

  ㈱SRJ 

  ㈱トマティスジャパン 

  ㈱尚や  

  ㈱グローバルエール 

 (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、何れも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

 



 
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） 

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） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(イ)持分法適用の非連結子会社数 2社 

  ㈱SRJ 

  ㈱トマティスジャパン 

 ㈱トマティスジャパンは、重要性が増

加したため、当連結会計年度末より持

分法を適用しております。     

(イ)持分法適用の非連結子会社数 3社 

  ㈱SRJ 

  ㈱トマティスジャパン 

    ㈱尚や 

 ㈱尚やは、重要性が増加したため、当

連結会計年度末より持分法を適用して

おります。     

  (ロ)持分法適用の関連会社数   5社 (ロ)持分法適用の関連会社数   5社 

  ㈱第一プログレス 

㈱ウィルシステム 

㈱キャリアナビ 

      ㈱翻訳センター 

    ㈱フォレスト 

   ㈱フォレストは、重要性が増したた

め、当連結会計年度末より持分法を適用

しております。なお、ユニ・チャームエ

デュオ㈱は、所有株式の売却により関連

会社ではなくなったため、持分法の範囲

から除外しております。 

㈱第一プログレス 

㈱ウィルシステム 

㈱キャリアナビ 

    ㈱翻訳センター 

    ㈱フォレスト 

   

 



 
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） 

  ㈱佑学社は、当社が同社株式を追加

取得したことにより、当中間連結会計

期間末より連結子会社となったため、

持分法の適用範囲から除外し、連結の

範囲に含めております。  

 ㈱翻訳センターは、当社の同社に対

する持分比率が増加したため、当中間

連結会計期間末より、新たに持分法適

用会社となっております。 

持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社は4社(㈱第一プ

ログレス、㈱ウィルシステム、㈱キャ

リアナビ、㈱フォレスト)ありますが、

㈱第一プログレス、㈱キャリアナビ、

㈱フォレストについては、同社の事業

年度に係る財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引につい

ては必要な調整を行っております。ま

た、㈱ウィルシステムについては、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。 

持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社は4社(㈱第一プ

ログレス、㈱ウィルシステム、㈱キャ

リアナビ、㈱フォレスト)ありますが、

㈱第一プログレス、㈱キャリアナビ、

㈱フォレストについては、同社の事業

年度に係る財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引につい

ては必要な調整を行っております。ま

た、㈱ウィルシステムについては、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。 

  (ハ)持分法を適用していない非連結子会

社1社(㈱尚や)は、当期純損益(持分

に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。 

  

(ハ)持分法を適用していない非連結子会

社1社(㈱グローバルエール)は、当期

純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外しており

ます。 

  

   (ニ)持分法を適用していない関連会社1

社(㈱メリック教育システム)は、当

期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等からみ

て、持分法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外し

ております。 

  

 (ニ)持分法を適用していない関連会社1

社(㈱メリック教育システム)は、当

期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等からみ

て、持分法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外し

ております。 

  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

   連結子会社のうち、㈱佑学社の決算日

は、2月末日であります。連結財務諸表

の作成に当たっては、同決算日現在の

財務諸表を使用しております。ただ

し、3月1日から連結決算日3月31日まで

の期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

   連結子会社のうち、㈱佑学社の決算日

は、2月末日であります。連結財務諸表

の作成に当たっては、同決算日現在の

財務諸表を使用しております。ただ

し、3月1日から連結決算日3月31日まで

の期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っておりま

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） 

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．会計処理基準に関する事

項 

(イ)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。 

(イ)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 

       同左 

  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。 

時価のないもの 

同左 

  (2)たな卸資産 

教材 

先入先出法による原価法 

(2)たな卸資産 

教材 

  先入先出法による原価法（貸借対照表

 評価額は収益性の低下に基づく簿価切下

 げの方法により算定）をしております。

  

  商品・貯蔵品 

最終仕入原価法 

商品・貯蔵品 

  最終仕入原価法（貸借対照表評価額は 

 収益性の低下に基づく簿価切下げの方法 

 により算定）をしております。 

（会計方針の変更） 

 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日公表分）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

 



 
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） 

  (ロ)重要な減価償却資産の減価償却方法 

(1)有形固定資産 

定率法を採用しております。  

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物付属設備は除く）

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 ５～50年 

 その他     ３～20年 

 （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当連結会計

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。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞ

れ19,565千円減少しております。 

 （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％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、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。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益がそれぞれ

2,622千円減少しております。 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。  

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物付属設備は除く）

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 ５～50年 

 その他     ３～20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）に基づいております。 

(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）に基づいております。 

  (ハ)      ――― 

  

  

(ハ)リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、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。 

  

 



 
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） 

  (二)重要な繰延資産の処理方法 

(1)創立費 

  ５年の定額法で処理する方法を採

用しております。なお、平成18年３

月期に連結貸借対照表に計上されて

いた創立費については、５年で毎期

均等償却しております。 

 (2)開業費 

  ５年の定額法で処理する方法を採

用しております。なお、平成18年３

月期に連結貸借対照表に計上されて

いた開業費については、５年で毎期

均等償却しております。 

(二)重要な繰延資産の処理方法 

(1)創立費 

同左 

  

  

  

  

 (2)開業費 

 同左 

  (ホ)重要な引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒に備えるため、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。 

(ホ)重要な引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

  (2)賞与引当金 

 従業員の賞与支給に充てるため、

支給対象期間に応じた支給見積額を

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、

当連結会計年度末における退職給付

債務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。なお、数理計

算上の差異は発生年度においてそれ

ぞれ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、

当連結会計年度末における退職給付

債務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。なお、数理計

算上の差異は発生年度においてそれ

ぞれ費用処理しております。 

 



 
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） 

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) 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、内規に基づく当連結会計年度末

における要支給額を計上しておりま

す。 

 （会計方針の変更） 

 役員退職慰労金については、従

来、支出時に費用処理しておりまし

たが、改正後の「租税特別措置法上

の準備金及び特別法上の引当金又は

準備金並びに役員退職慰労引当金等

に関する監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会 監査・保証実務委員

会報告第42号）が平成19年４月13日

付で公表されたことを踏まえ、期間

損益の適正化を図るため、役員に対

する退職慰労金の支給見積額を当該

役員の在任期間にわたり費用配分す

ることとし、当連結会計年度より役

員退職慰労引当金として計上してお

ります。  

 これにより、営業利益、経常利益が

それぞれ13,667千円減少し、税金等

調整前当期純利益が305,832千円減少

しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

同左 

  

  

  

  (ヘ)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。 

(ヘ)      ――― 

  

 



 
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） 

  (ト)重要なヘッジ会計の方法 

 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、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、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 

 借入金の支払利息を対象に金利ス

ワップ取引によりヘッジを行ってお

ります。 

 (3）ヘッジ方針 

 より安定的な条件による資金調達

のため、金利情勢に応じて変動金利

と固定金利とのスワップ取引を行う

ものとしております。 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 リスク調整手段となるデリバティ

ブのリスク量が、リスク管理方針に

定められた許容リスク量の範囲内に

収まっているかどうか、かつ、ヘッ

ジ対象となる金利リスクが減殺され

ているかどうかを検証することによ

りヘッジの有効性を評価しておりま

す。ただし、特例処理によっている

金利スワップについては、有効性の

評価を省略しております。 

(ト)重要なヘッジ会計の方法 

(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 

  

     
  (チ)その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

(チ)その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

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 

 のれんの償却については、合理的な期

間にわたり、定額法により償却を行って

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ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 



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 

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） 

                    ─────  (リース取引に関する会計基準) 

 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、当連結会計年度より「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））を適用し、通常

の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が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を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

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」「教材」「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」「教材」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ18,819

千円、58,311千円、16,029千円であります。 



 （開示の省略） 

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、

企業結合等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要性が大きくないと考えられるため開示を省略

します。  

（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

 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「教育事業」の割合

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） 

 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「教育事業」の割合

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。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。 

ｃ．海外売上高 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

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

前連結会計年度 
（自 平成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 452.94円 

１株当たり当期純損失金額 12.94円 

１株当たり純資産額 432.19円 

１株当たり当期純利益金額 3.29円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額に

つきましては、１株当たり当期純損失を計上してお

り、また、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

つきましては、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） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千

円） 
△122,959 32,127 

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又は当期純損

失（△）（千円） 
△122,959 32,127 

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,505 9,766 



（重要な後発事象） 

該当事項はありません。  



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 1,203,152 1,059,749

授業料等未収入金 450,153 459,055

有価証券 － 6,875

商品 14,104 －

商品及び製品 － 7,638

教材 58,311 54,284

貯蔵品 13,593 －

原材料及び貯蔵品 － 12,569

前渡金 252 －

前払費用 229,659 216,018

繰延税金資産 112,597 110,938

短期貸付金 21,215 19,965

未収入金 131,793 128,327

未収還付法人税等 150,909 31,490

その他 43,022 41,492

貸倒引当金 △33,948 △29,835

流動資産合計 2,394,816 2,118,570

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,536,660 3,622,212

減価償却累計額 △1,644,552 △1,504,063

建物（純額） 1,892,108 2,118,149

構築物 35,739 37,182

減価償却累計額 △18,128 △18,833

構築物（純額） 17,610 18,348

車両運搬具 6,032 6,032

減価償却累計額 △4,286 △5,048

車両運搬具（純額） 1,745 983

工具、器具及び備品 448,268 518,258

減価償却累計額 △290,044 △360,706

工具、器具及び備品（純額） 158,224 157,552

土地 1,223,622 908,271

建設仮勘定 207,110 62,000

有形固定資産合計 3,500,421 3,265,306

無形固定資産   

借地権 14,930 14,930

電話加入権 31,469 11,469

ソフトウエア 312,114 281,807



（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) 

その他 103,973 81,663

無形固定資産合計 462,487 389,871

投資その他の資産   

投資有価証券 799,569 701,673

関係会社株式 1,079,998 1,056,020

長期貸付金 231,647 213,515

関係会社長期貸付金 28,590 60,050

従業員長期貸付金 98 －

長期前払費用 49,204 65,818

差入保証金及び敷金 1,337,610 1,389,082

保険積立金 678,758 670,257

会員権 270 270

破産更生債権等 5,389 9,851

前払年金費用 107,467 30,815

繰延税金資産 424,284 412,167

長期未収入金 105,254 138,137

その他 500 －

投資損失引当金 △20,000 －

貸倒引当金 △188,662 △269,856

投資その他の資産合計 4,639,981 4,477,804

固定資産合計 8,602,890 8,132,981

資産合計 10,997,706 10,251,552

負債の部   

流動負債   

買掛金 20,828 22,232

短期借入金 1,022,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 301,332 163,332

1年内償還予定の社債 200,000 88,000

未払金 449,718 489,659

未払費用 107,360 177,236

未払法人税等 33,609 44,911

未払消費税等 2,356 30,335

前受金 2,075,226 2,074,492

預り金 43,172 49,649

前受収益 1,167 1,887

賞与引当金 174,734 183,563

その他 2,918 3,227

流動負債合計 4,434,424 4,078,529

固定負債   

社債 － 368,000



（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) 

長期借入金 1,898,668 954,836

退職給付引当金 368,471 434,492

役員退職慰労引当金 305,832 319,538

再評価に係る繰延税金負債 309 309

預り保証金 35,688 40,284

固定負債合計 2,608,969 2,117,460

負債合計 7,043,394 6,195,990

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,299,375 1,299,375

資本剰余金   

資本準備金 1,517,213 1,517,213

その他資本剰余金 72,163 －

資本剰余金合計 1,589,377 1,517,213

利益剰余金   

利益準備金 158,450 158,450

その他利益剰余金   

別途積立金 1,450,000 1,450,000

繰越利益剰余金 1,098,880 563,779

利益剰余金合計 2,707,330 2,172,230

自己株式 △380,492 △143,693

株主資本合計 5,215,590 4,845,125

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62,966 △57,585

土地再評価差額金 △1,198,311 △731,978

評価・換算差額等合計 △1,261,278 △789,563

純資産合計 3,954,312 4,055,561

負債純資産合計 10,997,706 10,251,552



（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 11,730,857 11,924,578

売上原価 8,731,119 9,105,792

売上総利益 2,999,738 2,818,786

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 873,356 900,159

貸倒引当金繰入額 3,826 6,619

役員報酬 110,688 114,768

給料及び賞与 243,465 256,489

賞与引当金繰入額 10,904 17,064

退職給付費用 9,827 11,426

福利厚生費 47,849 42,594

役員退職慰労引当金繰入額 13,667 13,706

地代家賃 89,076 99,862

消耗品費 18,922 17,684

リース料 32,632 24,415

支払手数料 122,633 135,808

減価償却費 50,163 68,768

その他 499,244 466,695

販売費及び一般管理費合計 2,126,257 2,176,061

営業利益 873,481 642,724

営業外収益   

受取利息 5,130 3,782

有価証券利息 7,085 4,781

受取配当金 20,279 24,567

イベント協力金収入 5,420 6,225

保険解約返戻金 － 28,899

雑収入 16,575 18,201

営業外収益合計 54,491 86,457

営業外費用   

支払利息 36,569 69,612

支払手数料 21,225 5,811

貸倒引当金繰入額 175,349 81,126

雑損失 1,301 26,719

営業外費用合計 234,446 183,269

経常利益 693,526 545,913



（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   

固定資産売却益 8,421 79,637

投資有価証券売却益 23,532 －

関係会社整理益 5,706 －

その他 744 4,440

特別利益合計 38,405 84,077

特別損失   

固定資産売却損 4,202 83,109

固定資産除却損 105,692 50,538

会員権評価損 1,850 －

投資有価証券評価損 313,634 277,739

役員退職慰労引当金繰入額 292,164 －

投資損失引当金繰入額 20,000 －

減損損失 53,251 63,061

その他特別損失 12,281 21,738

特別損失合計 803,075 496,187

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △71,144 133,803

法人税、住民税及び事業税 170,668 95,629

法人税等調整額 63,082 △24,769

法人税等合計 233,750 70,859

当期純利益又は当期純損失（△） △304,895 62,943



（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 1,299,375 1,299,375

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,299,375 1,299,375

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,517,213 1,517,213

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,517,213 1,517,213

その他資本剰余金   

前期末残高 72,163 72,163

当期変動額   

自己株式の処分 － △72,163

当期変動額合計 － △72,163

当期末残高 72,163 －

資本剰余金合計   

前期末残高 1,589,377 1,589,377

当期変動額   

自己株式の処分 － △72,163

当期変動額合計 － △72,163

当期末残高 1,589,377 1,517,213

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 158,450 158,450

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 158,450 158,450

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,450,000 1,450,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,450,000 1,450,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,632,018 1,098,880

当期変動額   

剰余金の配当 △128,788 △130,880



（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) 

当期純利益又は当期純損失（△） △304,895 62,943

自己株式の処分 － △830

土地再評価差額金の取崩 △99,455 △466,332

当期変動額合計 △533,138 △535,100

当期末残高 1,098,880 563,779

利益剰余金合計   

前期末残高 3,240,468 2,707,330

当期変動額   

剰余金の配当 △128,788 △130,880

当期純利益又は当期純損失（△） △304,895 62,943

自己株式の処分 － △830

土地再評価差額金の取崩 △99,455 △466,332

当期変動額合計 △533,138 △535,100

当期末残高 2,707,330 2,172,230

自己株式   

前期末残高 △344,955 △380,492

当期変動額   

自己株式の取得 △35,537 △1,564

自己株式の処分 － 238,363

当期変動額合計 △35,537 236,799

当期末残高 △380,492 △143,693

株主資本合計   

前期末残高 5,784,266 5,215,590

当期変動額   

剰余金の配当 △128,788 △130,880

当期純利益又は当期純損失（△） △304,895 62,943

自己株式の取得 △35,537 △1,564

自己株式の処分 － 165,369

土地再評価差額金の取崩 △99,455 △466,332

当期変動額合計 △568,675 △370,464

当期末残高 5,215,590 4,845,125



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 148,411 △62,966

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △211,378 5,381

当期変動額合計 △211,378 5,381

当期末残高 △62,966 △57,585

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,297,766 △1,198,311

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99,455 466,332

当期変動額合計 99,455 466,332

当期末残高 △1,198,311 △731,978

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,149,355 △1,261,278

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111,923 471,714

当期変動額合計 △111,923 471,714

当期末残高 △1,261,278 △789,563

純資産合計   

前期末残高 4,634,910 3,954,312

当期変動額   

剰余金の配当 △128,788 △130,880

当期純利益又は当期純損失（△） △304,895 62,943

自己株式の取得 △35,537 △1,564

自己株式の処分 － 165,369

土地再評価差額金の取崩 △99,455 △466,332

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111,923 471,714

当期変動額合計 △680,598 101,249

当期末残高 3,954,312 4,055,561



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 
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