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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

20年3月期は連結ベースで決算短信を作成していたため、記載しておりません。 
 

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 4,892 △11.8 △923 ― △897 ― △1,199 ―

20年3月期 5,545 △13.7 △125 ― 104 ― 21 ―

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 △144.75 ― △27.5 △15.6 △18.9

20年3月期 2.56 ― 0.4 1.6 △2.2

（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 5,277 3,732 70.7 458.08
20年3月期 6,258 4,975 79.5 590.20

（参考） 自己資本   21年3月期  3,732百万円 20年3月期  4,975百万円

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 △541 89 △70 622
20年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 59 273.9 1.2
21年3月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― 0.00 ―

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

2,685 △0.4 98 ― 125 ― 113 ― 13.92

通期 5,133 4.9 44 ― 107 ― 83 ― 10.28



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 8,937,840株 20年3月期 8,937,840株

② 期末自己株式数 21年3月期  788,889株 20年3月期  507,889株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 



 (1）経営成績に関する分析 

当事業年度における経済は、上期は比較的安定した成長を続けたものの、下期に入り、米国に端を発した世界的金

融市場の混乱と経済の低迷により企業収益が圧迫され、株価の下落と雇用不安も招きながら厳しい経営環境が続いて

おります。 

当業界におきましても、教育に関する意識とニーズは高まっているものの、小・中規模教室の乱立による競争過密

が続くとともに、景気の不透明感から教育費の抑制傾向を招き、従来以上にサービスの質が問われる傾向が強まって

おります。 

このような状況の中で当社は、多様化する教育ニーズに応えるために、新たに、小・中学生の教科書学習支援と幼

児教育を提供するeラーニング事業を立ち上げました。幼児期教育に関しては、教室展開も進め、平成21年１月、東

京都目黒区自由が丘に第1号教室を開校いたしました。 

一方、従来の事業部門におきましては、教育内容の質的向上に注力するために、直営の新規出店を抑え、個別指導

事業部FC部門で９教室、映像授業部門で３教室の開校としましたが、獲得生徒数は個別指導事業部門で伸びたもの

の、大学受験事業部門における受講単価の高い高３・高卒生が伸び悩み、売上高では前期比で減収となり、引き続き

厳しい状況で推移しております。 

利益面につきましては、上記の減収要因に加え、eラーニング事業や映像授業部門の新教室開校費用負担があり、

また翌事業年度に向けて広告宣伝費を大幅に増加させたことにより減益となっております。 

なお、当事業年度において、予備校校舎及び個別指導教室の減損損失134百万、スクラップアンドビルド費用等と

して固定資産除却損を29百万、校舎再編成損失引当金繰入額を25百万、株式市場の低迷に伴う投資有価証券評価損を

120百万計上いたしました。 

以上の結果、当事業年度の売上高は、4,892百万円（前期比11.8％減）となり、経常損失が897百万円、当期純損失

が1,199百万円となりました。 

（上記金額には消費税等は含まれておりません。） 

翌事業年度の見通しにつきましては、大学受験事業部については引き続き厳しい状況で推移することを予想してお

ります。しかし、個別指導事業部では生徒数の増加、小中学部では生徒数だけでなく、中学受験者層が増えることに

よる受講単価アップを見込んでおります。 

また、当期開校した個別FC９教室中７教室は平成20年11月以降の開校であり、収益への寄与は実質的には翌事業年

度からと考えております。同様に、映像授業部門３教室中、２教室が平成21年２月以降の開校であり、IT教育事業部

の「城南マナビックス」「くぼたのうけん」も平成21年１月以降の販売であることから翌事業年度売上高の増収に寄

与していくものと見込んでおります。 

費用につきましては、当事業年度において不採算校舎及び教室の閉鎖・統合を行ったこと及び翌事業年度において

全社的な経費削減を行っていくことで利益面でも大幅な改善を見込んでおります。 

以上の結果、翌事業年度の売上高は5,133百万円、経常利益は107百万円、当期純利益は83百万円を見込んでおりま

す。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末より981百万円減少し、5,277百万円となりました。これは主

に、有価証券の減少が406百万円、土地の売却による減少が169百万円、敷金及び保証金が155百万円それぞれ減少し

たことなどによるものであります。 

負債につきましては、前事業年度末より261百万円増加し、1,544百万円となりました。これは主に、広告宣伝費等

による未払金が241百万円増加したことによるものであります。 

純資産につきましては、前事業年度末より1,242百万円減少し、3,732百万円となりました。これは主に、当期純損

失を1,199百万円計上したことなどによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、622百万円となりました。当事業年度に

おけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、541百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前当期損失1,176

百万円に対し、減価償却費154百万円、減損損失134百万円、未払金の増加が246百万円あったことなどによるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

１．経営成績



投資活動によるキャッシュ・フローは、89百万円の収入となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支

出が87百万円、無形固定資産の取得による支出が51百万円、投資有価証券の取得による支出が66百万円あったのに対

し、有形固定資産の売却による収入が202百万円、敷金及び保証金の返還による収入が136百万円あったことなどによ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、70百万円の支出となりました。これは配当金の支払額が29百万円、自己株

式の取得による支出が38百万円あったことによるものであります。 

  

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：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 

※ 各指標は20年３月期は連結ベース、21年３月期は個別ベースの財務数値により計算しております。 

※ 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。 

※ 債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、有利子負債及び利払いがないた

め記載しておりません。 

  

(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、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。そのために、安定的な経営基盤

の確保と株主資本利益率の向上に努め、今後の事業展開と経営体質の強化に備えて内部留保を図るとともに、業績と

のバランスを勘案しつつ、配当を実施していくことを基本方針としております。 

 上記の方針に基づき、当事業年度につきましては今後の事業展開と経営体質の強化に備えて内部留保を優先させて

いただきたく、当事業年度の配当につきましては、平成20年10月24日に開示しましたとおり無配とさせていただいて

おります。 

 翌事業年度につきましても、財務体質の維持を図る必要性を鑑み、誠に遺憾ながら配当を見送りとさせていただく

予定であります。今後は安定的に配当を継続できる経営体質の早期確立に向けて一丸となって取り組む所存でありま

す。 

(4）事業等のリスク 

（少子化による需要の低下について） 

構造的な少子化傾向がこのまま継続し、市場の縮小と受験競争の緩和が進み、業界全体に対する需要の低下が続い

た場合、当社においても業績に影響を与える可能性があります。 

  

（競合について） 

当社グループが属する教育業界は、当社と同様に教育事業を展開する大小の集団塾、個別指導塾が乱立していま

す。特に、当社の現在の出店地及び今後の出店候補地は、いずれも生徒人数が多く、高校生の通学利便性の高い地域

であるため、当社と顧客対象を同じくする他社の店舗が多数存在するとともに、新規参入の可能性があります。 

当社グループでは、生徒第一主義を基本方針として、生徒一人一人の目標を捉えた教科別学力別クラス編成、チュ

ーター、フェローによる生徒指導、個別指導コースの併設により競合先との差別化を図っておりますが、更なる競争

激化によって当社の市場占有率が停滞した場合、当社グループの経営成績にも影響が出る可能性があります。 

  

（校舎・教室展開について） 

当社グループの業績拡大には校舎・教室数の増加が寄与しているため、適切な物件が確保できない場合や、当社の

知名度が低く、ドミナント形成に時間を要する地域では、業績の停滞につながる可能性があります。 

  

（講師の確保について） 

  20年３月期 21年３月期 

自己資本比率（％）  79.6  70.7

時価ベースの自己資本比率（％）  18.5  15.3

債務償還年数（年）  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －



当社グループでは、授業を担当する講師の半数以上を１年契約の非常勤講師に依存しているため、当社の求める水

準の講師の確保や育成が計画通りに行えない場合には、サービスの質的低下を招き、業績に影響を与える可能性があ

ります。 

  

（個人情報の取扱いについて） 

当社グループでは、生徒の個人情報を扱っております。その管理にあたりましては、厳重な管理体制のもとで遂行

し、第三者が不当に触れることがないように、合理的な範囲内でセキュリティの強化に努めておりますが、何らかの

原因により個人情報が流出した場合、顧客における信用低下を招き、業績に影響を与える可能性があります。 

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社は、３期連続で営業損失の計上、営業キャッシュ・フローのマイナスとなっており、当事業年度は、営業損失

923百万円、経常損失897百万円、当期純損失1,199百万円を計上しております。当該状況により当社は、継続企業の

前提に関する重要事象が生じております。この要因は、生徒募集が予想を下回ったこと、映像授業校舎である河合塾

マナビスの新規開校および新規事業、IT関連事業強化のための人件費等の増加、翌期に向けた積極的な広告宣伝及び

減損損失、投資有価証券評価損の計上によるものであります。 

 当社は全国的な少子化や競争の激化に対して、乳幼児からを対象としたIT関連コンテンツや個別指導部門の成績保

証制度を新たに導入することにより、他社との差別化を図っております。その効果としては、予備校部門の潜在顧客

でもある中学生以下の学年層を増やすことにより、生徒募集の改善を図ることにあります。 

 平成21年３月期においては翌期に向けた積極的な広告宣伝により、来校者数を増やし、生徒の増加につなげており

ます。その結果、平成22年３月期における４月末現在の新学期生徒数は、高１生が前年同月比10%増、小中学生も前

年同月比50%増を始めとして総生徒数でも前年同月末を上回っております。当社の在籍生徒の進級率は90％以上と高

く、中学生以下の生徒層を増加させることで、大学受験部門も含めた安定した生徒確保につなげていく方針でありま

す。 

 また、小中学部門でも、当事業年度に導入いたしました難関中学高校への進学実績を誇る「ファインズ」のブラン

ドにより、中学受験層の獲得に成功し、平成21年４月末時点の生徒数が前年同月比150％となっており、低学年から

着実に生徒を確保することによって、予備校への潜在ユーザーの早期獲得を推進してまいります。 

 ＩＴ教育事業部における乳幼児を対象とした「くぼたのうけん」自由が丘教室では、平成21年４月末時点で、250

名以上の体験レッスン受講者がおり、その結果、入学者が定員締切りに近づき、体験レッスン希望者が待機している

状況であります。予備校校舎の有効活用も含め、「くぼたのうけん」の教室展開も今後検討してまいります。また、

「くぼたのうけんＷＥＢスクール」及びＷＥＢ学習システムである「城南マナビックス」も体験受講者が1,900名を

越え、着実に会員数を増やしており、ＷＥＢ版の特性を活かし、個人会員だけではなく、首都圏以外の塾等の法人会

員を増やしていくことも視野に入れております。 

 上記の施策と同時に、スクラップアンドビルドをさらに推し進めて、不採算校舎・教室を再編成し、経費削減努力

により、業績の回復を図ってまいります。 

  



当社には、親会社、子会社、関連会社、その他の関係会社は存在しないため、企業集団はありません。 

 当社は主に大学受験を目指す高校卒業生、現役高校生を対象とした進学指導を営んでおり、現在、東京、神奈川を

中心に「城南予備校」、個別指導教室「城南コベッツ」、小中学生校舎「ファインズ」及び映像授業校舎「河合塾マ

ナビス」の運営を行っております。 

なお、当社は事業の種類別セグメントを開示していないため、事業部門別により表示しております。 

  

  

２．企業集団の状況

区分 主要内容

売上高構成比率（％） 

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）

大学受験事業本部 
現役高校生  63.8  61.1

高校卒業生  14.4  14.0

個別指導事業部 個別指導  19.7  22.9

小中学事業部 小中学生  1.0  1.2

小計  98.9  99.2

その他  1.1  0.8

合計  100.0  100.0



(1）会社の経営の基本方針 

当社が運営する城南予備校は『生徒第一主義』を基本方針として、授業において生徒の学力を確実に伸ばすため

に、生徒一人一人の目標と能力を捉えた教科学力別クラス編成をカリキュラムの根幹に据えております。生徒指導に

おいては、チューター（クラス担任）及びフェロー（教科別学習指導員）を設置することにより、徹底した丁寧な指

導を行っております。 

また、「個別指導コース」を予備校校舎に併設するとともに、単独個別教室を展開することにより、多様化する生

徒のニーズに柔軟に対応できるようにしており、生徒層の垂直展開を促進しております。さらに、個別教室のＦＣ展

開や映像授業校舎「河合塾マナビス」の展開を推進することにより、エリアとしてのマーケットの拡大を図っており

ます。 

今後、上記内容をさらに充実、強化していくことにより、収益の向上を通じて経営基盤の強化を目指しておりま

す。 

  

(2）目標とする経営指標 

当社は、安定的な経営基盤の確保と株主利益の増大を重視し、経営効率を高めて企業価値を増大するという観点か

ら、売上高経常利益率及びＲＯＥ（株主資本利益率）の向上を目標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社の中長期的な経営戦略といたしましては、基幹事業である城南予備校の運営におきまして、進行する少子化の

もとにおいても安定した利益を確保するための体制を固めることと新たなビジネスモデルの構築であります。そのた

めには、引き続き費用構造の見直しを推し進めていき、社員講師の育成を強化することにより、より質が高く行き届

いた教育サービスの提供を行ってまいります。 

 また、当社の経営理念である『生徒第一主義』を基本方針として、競合他社とのサービスの差別化による首都圏を

核にした「シェアの拡大」と個別ＦＣや映像校舎マナビスによる「マーケットの拡大」を図ることにより、城南予備

校グループ総体として長期にわたるコア・ユーザーの獲得を図ってまいります。 

 その他、ユーザー層を拡大していく目的として、乳幼児からを対象としたＩＴ関連コンテンツ「くぼたのうけんＷ

ＥＢスクール」を新たに立ち上げ、東京都目黒区自由が丘に第1号となる教室も開校しております。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

今後、当社が対処すべき課題としましては、様々な層における多様な教育ニーズを掘り越すことによって、垂直及

び水平展開を進めながら事業領域の拡大を図り、総合教育企業としての確立を目指します。 

予備校部門におきましては、進行する少子化のもとにおいても安定した利益を確保するために、生徒数に応じた校

舎規模の見直しを推し進めるとともに、サービス面の強化として、社員講師の育成を継続的に促進することによる、

質の高い教育サービスの提供を行ってまいります。 

個別指導部門につきましては、「成績保証制度」やＷＥＢコンテンツである「城南マナビックス」の導入により、

他社との差別化を明確にし、直営教室の生徒募集を増強していくとともに、個別ＦＣ部門においては関東圏以外も視

野に入れ、「マーケットの拡大」を図ってまいります。 

 小中学部門につきましては、当期に導入いたしました難関中学高校への進学実績を誇る「ファインズ」のブランド

システムによって、合格実績を高め、生徒増を図り、その結果、低学年から着実に生徒を確保することによって、予

備校への潜在ユーザーの早期獲得を推進してまいります。 

 ＩＴ関連部門につきましても、「くぼたのうけんＷＥＢスクール」により乳幼児から、そして全国13の教科書会社

に対応している「城南マナビックス」により小中学生の潜在ユーザーの早期獲得を目指してまいります。 

  

(5）その他会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

  

３．経営方針



４．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 707,878 622,592

売掛金 63,281 70,521

有価証券 436,839 30,000

教材 27,971 －

商品 － 26,496

貯蔵品 13,439 16,847

前払費用 117,784 115,260

未収入金 200,702 177,035

未収収益 1,120 1,438

未収消費税等 － 29,913

その他 13,237 3,025

貸倒引当金 △379 △423

流動資産合計 1,581,875 1,092,707

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,992,566 ※1  1,906,687

減価償却累計額 △981,426 △1,015,911

建物（純額） 1,011,140 890,776

構築物 ※1  191,193 ※1  179,937

減価償却累計額 △133,750 △140,314

構築物（純額） 57,442 39,623

車両運搬具 16,165 1,743

減価償却累計額 △15,298 △1,644

車両運搬具（純額） 867 99

工具、器具及び備品 581,268 534,796

減価償却累計額 △503,925 △486,514

工具、器具及び備品（純額） 77,342 48,282

土地 ※1, ※3  1,415,196 ※1, ※3  1,246,007

リース資産 － 13,943

減価償却累計額 － △2,018

リース資産（純額） － 11,924

有形固定資産合計 2,561,989 2,236,714

無形固定資産   

ソフトウエア 64,682 78,995

電話加入権 6,134 6,134

その他 1,813 1,564

無形固定資産合計 72,629 86,694



（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 268,814 221,930

関係会社株式 10,000 －

役員及び従業員に対する長期貸付金 39,915 37,069

長期前払費用 27,423 55,212

敷金及び保証金 1,516,507 1,360,642

長期未収入金 87,500 87,500

保険積立金 97,081 104,206

その他 4,000 11,140

貸倒引当金 △9,250 △16,390

投資その他の資産合計 2,041,993 1,861,312

固定資産合計 4,676,611 4,184,720

資産合計 6,258,487 5,277,427

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,684 10,530

リース債務 － 4,323

未払金 360,666 602,141

未払費用 88,376 87,015

未払法人税等 27,314 18,464

未払消費税等 14,597 －

前受金 ※2  279,725 ※2  256,791

預り金 8,918 7,662

賞与引当金 60,865 39,504

校舎再編成損失引当金 － 25,389

その他 574 574

流動負債合計 850,725 1,052,398

固定負債   

リース債務 － 8,422

退職給付引当金 101,969 123,337

役員退職慰労引当金 330,425 330,425

長期預り敷金保証金  30,000

固定負債合計 432,395 492,185

負債合計 1,283,120 1,544,583



（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 655,734 655,734

資本剰余金   

資本準備金 652,395 652,395

資本剰余金合計 652,395 652,395

利益剰余金   

利益準備金 147,000 147,000

その他利益剰余金   

別途積立金 5,640,000 5,640,000

繰越利益剰余金 △658,606 △2,158,591

利益剰余金合計 5,128,393 3,628,408

自己株式 △258,826 △297,416

株主資本合計 6,177,696 4,639,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,426 △3,783

土地再評価差額金 ※3  △1,173,901 ※3  △902,493

評価・換算差額等合計 △1,202,328 △906,277

純資産合計 4,975,367 3,732,844

負債純資産合計 6,258,487 5,277,427



（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 5,545,382 4,892,841

売上原価 4,686,978 4,481,535

売上総利益 858,403 411,305

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 395,892 695,740

貸倒引当金繰入額 91 24

役員報酬 60,543 49,230

給料及び手当 181,134 217,526

賞与 22,096 21,026

賞与引当金繰入額 20,237 10,469

退職給付費用 16,687 19,265

福利厚生費 40,000 45,776

募集費 24,206 26,031

消耗品費 12,854 11,361

租税公課 27,514 20,606

減価償却費 46,486 49,238

その他 136,181 168,030

販売費及び一般管理費合計 983,926 1,334,327

営業損失（△） △125,522 △923,021

営業外収益   

受取利息 6,489 4,977

有価証券利息 1,714 1,303

受取配当金 24,186 9,614

為替差益 － 1,665

投資有価証券売却益 175,770 －

受取手数料 13,427 11,413

受取賃貸料 18,057 9,983

雑収入 14,668 5,919

営業外収益合計 254,314 44,877

営業外費用   

支払利息 － 104

支払手数料 － 3,000

貸倒引当金繰入額 － 7,140

為替差損 4,761 －

投資事業組合運用損 19,136 6,723

自己株式取得費用 － 2,200

雑損失 155 146

営業外費用合計 24,052 19,315

経常利益又は経常損失（△） 104,738 △897,460



（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   

貸倒引当金戻入額 54,764 －

固定資産売却益 － ※1  33,256

子会社清算益 － 27,734

特別利益合計 54,764 60,990

特別損失   

固定資産除却損 ※2  2,423 ※2  29,956

減損損失 ※3  65,183 ※3  134,566

投資有価証券評価損 － 120,945

校舎再編成損失 48,241 29,631

校舎再編成損失引当金繰入額  25,389

特別損失合計 115,847 340,488

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 43,654 △1,176,958

法人税、住民税及び事業税 22,108 22,113

法人税等合計 22,108 22,113

当期純利益又は当期純損失（△） 21,546 △1,199,071



（脚注） 

   

売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

１．教材費      257,410  5.5    265,197  5.9

２．人件費 ※２    2,351,849  50.2    2,239,825  50.0

３．経費               

賃借料    1,436,035      1,343,983     

水道光熱費    133,447      129,878     

消耗品費    93,279      102,736     

旅費交通費    103,615      99,459     

減価償却費    132,581      105,034     

その他    178,760  2,077,718  44.3  195,420  1,976,513  44.1

合計      4,686,978  100.0    4,481,535  100.0

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 １．売上原価は、校舎運営に関して直接発生した費用で

あります。 

 １．         同左 

※２．人件費の中には、賞与引当金繰入額40,628千円及び

退職給付費用49,605千円が含まれております。 

※２．人件費の中には、賞与引当金繰入額29,034千円及び

退職給付費用48,395千円が含まれております。 



（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 655,734 655,734

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 655,734 655,734

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 652,395 652,395

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 652,395 652,395

資本剰余金合計   

前期末残高 652,395 652,395

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 652,395 652,395

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 147,000 147,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 147,000 147,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 5,640,000 5,640,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,640,000 5,640,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △621,136 △658,606

当期変動額   

剰余金の配当 △59,017 △29,504

当期純利益又は当期純損失（△） 21,546 △1,199,071

土地再評価差額金の取崩 － △271,408

当期変動額合計 △37,470 △1,499,984

当期末残高 △658,606 △2,158,591

利益剰余金合計   

前期末残高 5,165,863 5,128,393



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △59,017 △29,504

当期純利益又は当期純損失（△） 21,546 △1,199,071

土地再評価差額金の取崩 － △271,408

当期変動額合計 △37,470 △1,499,984

当期末残高 5,128,393 3,628,408

自己株式   

前期末残高 △258,563 △258,826

当期変動額   

自己株式の取得 △263 △38,590

当期変動額合計 △263 △38,590

当期末残高 △258,826 △297,416

株主資本合計   

前期末残高 6,215,429 6,177,696

当期変動額   

剰余金の配当 △59,017 △29,504

当期純利益又は当期純損失（△） 21,546 △1,199,071

自己株式の取得 △263 △38,590

土地再評価差額金の取崩 － △271,408

当期変動額合計 △37,733 △1,538,574

当期末残高 6,177,696 4,639,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 153,702 △28,426

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △182,128 24,643

当期変動額合計 △182,128 24,643

当期末残高 △28,426 △3,783

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,173,901 △1,173,901

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 271,408

当期変動額合計 － 271,408

当期末残高 △1,173,901 △902,493

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,020,199 △1,202,328

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △182,128 24,643

土地再評価差額金の取崩 － 271,408

当期変動額合計 △182,128 296,051



（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) 

当期末残高 △1,202,328 △906,277

純資産合計   

前期末残高 5,195,230 4,975,367

当期変動額   

剰余金の配当 △59,017 △29,504

当期純利益又は当期純損失（△） 21,546 △1,199,071

自己株式の取得 △263 △38,590

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △182,128 24,643

当期変動額合計 △219,862 △1,242,523

当期末残高 4,975,367 3,732,844



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純損失（△） △1,176,958

減価償却費 154,272

減損損失 134,566

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,183

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,361

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,367

受取利息及び受取配当金 △15,895

支払利息 104

為替差損益（△は益） △1,665

投資事業組合運用損益（△は益） 6,723

有形固定資産売却損益（△は益） △33,256

固定資産除却損 29,956

投資有価証券評価損益（△は益） 120,945

子会社清算損益（△は益） △27,734

校舎再編成損失 29,631

校舎再編成損失引当金繰入額 25,389

売上債権の増減額（△は増加） △7,240

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,933

仕入債務の増減額（△は減少） 846

未払金の増減額（△は減少） 246,594

前受金の増減額（△は減少） △22,934

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,872

その他 12,740

小計 △532,529

利息及び配当金の受取額 15,577

利息の支払額 △97

法人税等の支払額 △29,295

法人税等の還付額 4,575

営業活動によるキャッシュ・フロー △541,769



（単位：千円）

当事業年度 
(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  

有価証券の取得による支出 △60,000

有価証券の償還による収入 30,000

有形固定資産の取得による支出 △87,718

有形固定資産の売却による収入 202,599

無形固定資産の取得による支出 △51,966

投資有価証券の取得による支出 △66,217

投資有価証券の売却による収入 19,251

貸付金の回収による収入 2,845

子会社の清算による収入 37,734

預り保証金の受入による収入 30,000

敷金及び保証金の差入による支出 △22,961

敷金及び保証金の回収による収入 136,869

校舎再編成に伴う支出 △16,776

その他 △63,879

投資活動によるキャッシュ・フロー 89,779

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △1,922

自己株式の取得による支出 △38,590

配当金の支払額 △29,622

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,134

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △522,125

現金及び現金同等物の期首残高 1,144,718

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  622,592



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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 

移動平均法による原価法 

 (1)子会社株式 

同左 

  （2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）  

（2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

    時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合等へ

の出資については、組合契約に規

定される報告日に応じて入手可能

な 近の決算書を基礎として、持

分相当額を純額で取り込む方法に

よっております。 

  時価のないもの 

同左  

  

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）教材 

先入先出法による原価法 

(1）商品    

 先入先出法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法） 

（会計方針の変更）  

 通常の販売目的で保有する棚卸資産に

ついては、従来、主として先入先出法に

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、

主として先入先出法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定して

おります。なお、この変更による損益へ

の影響はありません。 

  (2）貯蔵品 

終仕入原価法 

(2）貯蔵品 

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） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

(1）有形固定資産 

同左 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物     ３～65年 

構築物    10～45年 

車両運搬具    ６年 

器具及び備品 ２～20年 

  

  

  

  

  （会計方針の変更）  

法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日 法律

第６号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成19年３月30日 政令第

83号））に伴い、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産の減価償却の方

法については、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。 

なお、この変更により営業損失、経常

利益、税引前当期純利益及び当期純利益

に与える影響は軽微であります。 

     ────── 

  （追加情報）  

法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

なお、この変更により営業損失、経常

利益、税引前当期純利益及び当期純利益

に与える影響は軽微であります。 

     ────── 

  (2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）  ────── (3）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。 

  (4）長期前払費用 

定額法 

(4）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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支払に

備えるため、将来の支給見込額のうち

当期の負担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務に基づき、当

期末において発生していると認められ

る額を計上しております（簡便法）。

(3）退職給付引当金 

同左 

  (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、当社規程に基づく期末要支給額を

計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

   ────── (５）校舎再編成損失引当金 

校舎再編成に係る支出及び損失に備え

るため、当期末において発生している

と認められる額を計上しております。  

５．収益の計上基準 入学要項に基づいて生徒より受け入れた授

業料は、在籍期間に対応して、また入学金

は入学時に、それぞれ収益として売上高に

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．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

────── 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価格の変動

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。   

８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 



会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ──────  （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、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準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））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。 

 この変更による損益への影響はありません。  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ──────  前事業年度まで、損益計算書の営業外費用において「雑

損失」に含めて表示していた「自己株式取得費用」は、営

業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度から

独立科目で区分掲記しております。なお、前事業年度の

「自己株式取得費用」は0千円であります。 



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     156,334千円

構築物  1,152

土地  269,874

合計  427,360

建物 千円 149,446

構築物  945

土地  192,238

合計  342,631

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務 

担保権によって担保されている債務はありません

が、銀行取引について担保提供をしております。 

同左 

※２．前受授業料等とは、翌期入学予定の生徒からの授業

料の前受分であり、翌期の授業料への充当が予定さ

れているものであります。 

※２．前受金は、翌期入学予定の生徒からの授業料の前受

分であり、翌期の授業料への充当が予定されている

ものであります。 

※３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34条）に基づき、事業用土地の再評価を

行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上してお

ります。 

※３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34条）に基づき、事業用土地の再評価を

行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上してお

ります。 

再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１

号に定める当該事業用土地の近隣の地価公示法（昭

和44年法律第49号）第６条に規定する標準地につい

て同条の規定により公示された価格に合理的な調整

を行って算出しております。 

再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１

号に定める当該事業用土地の近隣の地価公示法（昭

和44年法律第49号）第６条に規定する標準地につい

て同条の規定により公示された価格に合理的な調整

を行って算出しております。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額 

     74,513千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額 

         △13,903千円

４．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。 

当期末における当座貸越契約に係る借入金未実行

残高等は次のとおりであります。 

４．当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締結しております。 

当期末における当座貸越契約に係る借入金未実行

残高等は次のとおりであります。 

  

当座貸越極度額       800,000千円

借入実行残高  －

差引額  800,000

当座貸越極度額        600,000千円

借入実行残高      －

差引額  600,000



（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．       ───── ※１．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

  車両運搬具 千円 1,279

土地  31,976

合計  33,256

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

構築物          1,769千円

工具、器具及び備品  332

ソフトウエア  321

合計  2,423

建物 千円 15,993

工具、器具及び備品  7,291

土地  1,400

ソフトウエア  565

賃借物件原状回復費用  4,704

合計  29,956

※３．当社は、当事業年度において、以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。 

※３．当社は、当事業年度において、以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。 

 場所 用途  種類  
減損損失

(千円）

埼玉県さ

いたま市 
校舎 建物  8,204

神奈川県

鎌倉市ほ

か 

個別指導

教室 

建物 4,649

構築物 1,491

工具、器具及び

備品 
4,537

長期前払費用 1,582

東京都 

世田谷区

ほか 

小中学教

室 

建物  41,881

構築物  150

工具、器具及び

備品 
2,685

合計 65,183

 場所 用途  種類  
減損損失

(千円）

神奈川県

川崎市ほ

か  

校舎 

建物  34,561

構築物  15,186

工具、器具及び

備品 
8,608

電気通信施設利

用権 
76

長期前払費用 177

神奈川県

横浜市ほ

か 

個別指導

教室 

建物 37,059

工具、器具及び

備品 
18,255

長期前払費用 11,842

神奈川県

横浜市 

小中学教

室 

建物 7,167

工具、器具及び

備品 
894

長期前払費用 736

合計 134,566



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） 

 当社は、遊休資産については個別の物件毎に、

事業用資産については事業所（校舎・教室）ごと

にグルーピングをしております。 

 事業用資産につきましては、近隣の同業他社と

の厳しい競争の結果、営業損益の悪化が予想され

る校舎について、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（65,183千円）とし

て特別損失に計上いたしました。 

 なお、当該事業用資産の回収可能価額は正味売

却可能価額と使用価値のいずれか高い価額として

おります。正味売却可能価額は、路線価等に基づ

き算定し、使用価値は、将来キャッシュ・フロー

に基づく評価額がマイナスであるため、零と算定

しております。 

 当社は、遊休資産については個別の物件毎に、

事業用資産については事業所（校舎・教室）ごと

にグルーピングをしております。 

 事業用資産につきましては、近隣の同業他社と

の厳しい競争の結果、営業損益の悪化が予想され

る校舎について、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（134,566千円）と

して特別損失に計上いたしました。 

 なお、当該事業用資産の回収可能価額は正味売

却可能価額と使用価値のいずれか高い価額として

おります。正味売却可能価額は、路線価等に基づ

き算定し、使用価値は、将来キャッシュ・フロー

に基づく評価額がマイナスであるため、零と算定

しております。 



前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,449株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加281,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

             該当事項はありません。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
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（注）  506,440  1,449  －  507,889

合計  506,440  1,449  －  507,889

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  8,937,840  －  －  8,937,840

合計  8,937,840  －  －  8,937,840

自己株式         

普通株式（注）  507,889  281,000  －  788,889

合計  507,889  281,000  －  788,889

  
（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  29,504  3.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日 



  

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

  
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 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係（平成21年３月31日現在）

  
  

 ２ 重要な非資金取引の内容 

     当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

   取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ12,745千 

   円であります。 

現金及び預金勘定    622,592千円 

有価証券勘定  －

現金及び現金同等物  622,592

（リース取引関係）

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） 

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 

内容の重要性が乏しく、契約１件当たり

の金額が少額なリース取引のため財務諸

表等規則第８条の６第６項の規定により

記載を省略しております。 

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 

   個別指導事業における設備（工具、

  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 

   重要な会計方針「４．固定資産の減 

  価償却の方法」に記載のとおりであ  

  ります。   



  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当事業年度において投資有価証券120,945千円の減損処理を行っております。減損処理にあたっては、当事業年度

末における時価が取得原価に比べて40％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％以上40％未満下落してい

るものについては個別銘柄毎に、当事業年度末における 高値・ 安値と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の

時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リ

スクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

（有価証券関係）

種類 

前事業年度 

（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表
計上額 

（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表
計上額 

（千円） 

差額
（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
            

(1）株式  －  －  －  4,415  5,461  1,045

(2）債券             

① 社債  －  －  －  －  －  －

② その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  －  －  －  4,415  5,461  1,045

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
            

(1）株式  －  －  －  －  －  －

(2）債券             

① 社債  －  －  －  66,049  63,417  △2,632

② その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  82,983  82,983  －

小計  －  －  －  149,032  146,400  △2,632

合計  －  －  －  153,448  151,862  △1,586

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

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券     

非上場株式  －  7,842

社債  －  30,000

投資事業組合出資金  －  12,176

匿名組合出資金  －  50,050



３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、ポイント制退職金制度を採用し、確定拠出年金制度、前払退職金制度及び退職一時金制度の選択制と

しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

(注)当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。 

  

種類 

前事業年度(平成20年3月31日） 当事業年度（平成21年３月31日）

１年以内
（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超
10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

１年以内
（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

(1）債券                 

① 社債  －  －  －  －  30,000  29,469  33,948  －

② その他  －  －  －  －  －  －  －  －

(2）その他  －  －  －  －  －  81,510  －  －

合計  －  －  －  －  30,000  110,979  33,948  －

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

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） 

＿＿＿＿＿＿＿＿  退職給付債務       △123,337千円 

退職給付引当金  △123,337

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） 

_______________ 勤務費用        40,923千円 

確定拠出年金への支払額   26,736

退職給付費用  67,660



前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

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

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

（ストック・オプション等関係）

  
平成15年

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役  ５名   

当社従業員  82名 

ストック・オプション数

（注） 
普通株式 396,000株 

付与日 平成15年７月９日 

権利確定条件 

付与日（平成15年７月９日）以降、権利確定（平成17年７月１日）まで 

継続して勤務していること。その他条件については、当社と付与対象者 

との間で締結する「新株予約権割当契約書」による。 

対象勤務期間 付与日（平成15年７月９日）から権利確定日（平成17年７月１日）まで 

権利行使期間 自 平成17年７月１日  至 平成22年６月30日 

  
平成15年

ストック・オプション 

権利確定前      （株）   

前事業年度末  －

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後      （株）   

前事業年度末  323,000

権利確定  －

権利行使  －

失効  4,000

未行使残  319,000

  
平成15年

ストック・オプション 

権利行使価格      （円）  490

行使時平均株価     （円）  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －



  

（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 

繰延税金資産   

賞与引当金損金算入限度超過額     24,528千円

貸倒引当金損金算入限度超過額  3,880

退職給付引当金超過額  41,093

役員退職慰労引当金損金算入限度

超過額 

 133,161

繰延資産償却超過額  8,833

減価償却超過額  110,702

繰越欠損金  251,568

その他  25,001

繰延税金資産小計  598,770

評価性引当額  △598,770

繰延税金資産計  －

繰延税金負債   

 繰延税金負債計  －

繰延税金負債の純額  －

繰延税金資産   

賞与引当金損金算入限度超過額    15,920千円

貸倒引当金損金算入限度超過額  6,775

退職給付引当金超過額  49,704

役員退職慰労引当金損金算入限度

超過額 

 133,161

繰延資産償却超過額  9,852

減価償却超過額  129,996

繰越欠損金  753,296

固定資産除却損  1,596

投資有価証券評価損  48,740

校舎再編成損失引当金損金算入限

度超過額 

 10,232

その他  16,846

繰延税金資産小計  1,176,124

評価性引当額  △1,176,124

繰延税金資産計  －

繰延税金負債   

 繰延税金負債計  －

繰延税金負債の純額  －

    

（注）この他、土地再評価差額金に係る繰延税金資産が

473,082千円ありますが、全額評価性引当をして

おります。 

（注）この他、土地再評価差額金に係る繰延税金資産が

363,704千円ありますが、全額評価性引当をして

おります。 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要

な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項

目別の内訳 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要

な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項

目別の内訳 

法定実効税率 40.3％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.5

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 

 △11.3

所得税額控除   3.6

住民税に係る利子割・均等割  50.6

評価性引当額の増減  △33.2

その他   0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率  50.6

 当期純損失が計上されているため、記載をしておりませ

ん。 



 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

財務諸表提出会社の役員及び主要株主  

  

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税額が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  

   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     不動産の賃貸借については、不動産鑑定価格を基準に賃貸借料を決定しております。 

（持分法損益等）

（関連当事者情報）

種類  
会社等の 

名称又は氏名  
所在地 

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 

関連当事者 

との関係 
取引の内容

取引金額

（千円）  
科目  

期末残高

（千円） 

役員かつ個人主

要株主が議決権

の過半数を所有

している会社   

独逸機械貿易㈱  
川崎市 

川崎区  
70,000 

溶接機械の

輸入販売   
 - ％   

役員の兼任  

不動産の貸借 

駐車場等の

賃貸  
455   －  － 

役員  

役員の近親者 

個人主要株主の

近親者   

深堀 和子 

  

 － 

  

 － 

  

当社取締役 

  

（被所有）

直接    

 3.93％ 

  

不動産の貸借 
不動産の 

賃借  
5,863 

その他（前払

費用）  
513 

不動産の売買 土地の売却 200,786    － 

不動産の貸借 

建物の共益

費 
－ 

その他 

（立替金） 
701 

不動産の 

賃貸 
4,108  売掛金 165 

役員の近親者 

個人主要株主の

近親者  

下村 キク   －  － 

独逸機械貿

易㈱  

取締役 

 - ％ 不動産の貸借 
不動産の 

賃貸  
36,964 

その他（前払

費用） 
1,634 

役員   柴田 里美   －  － 
当社取締役 

   

（被所有）

直接 

 0.06％ 

金銭の貸付 

金銭の貸付   －
その他（長期

貸付金）  
5,294 

利息の受取  111   －  － 

役員  北村 次人   －  － 
当社取締役 

  

（被所有）

直接   

 0.15％ 

金銭の貸付 

金銭の貸付   －
その他（長期

貸付金） 
4,210 

利息の受取 89   －  － 

監査役  西村 泰夫   －  － 
当社監査役 

弁護士 
 - ％  － 弁護士報酬   2,179  未払金  1,335 



     土地の売却については、不動産鑑定価格を基準に売却価額を決定しております。 

     建物の共益費については、実質的な負担割合に応じて所定金額を定めることとしております。 

     金銭の貸付及び利息の受取については、社内規定に基づいて行っております。 

     弁護士報酬については、一般の取引と同様な条件で行っております。  

（追加情報）  

 当事業年度より、「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。 

 

  

 （注）１．１株当たり純資産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）

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株当たり純資産額    590円20銭       458円08銭 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額

（△） 
   2円56銭     △144円75銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 －  －  

  

（注）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、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。  

（注）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、１株当たり当期純損

失であり、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。  

  
前事業年度末

（平成20年３月31日） 
当事業年度末

（平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  4,975,367  3,732,844

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  4,975,367  3,732,844

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（株） 
 8,429,951  8,148,951



 ２．１株当たり当期純利益金額、１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。 

  
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額

（△） 
    

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  21,546  △1,199,071

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） 
 21,546  △1,199,071

期中平均株式数（株）  8,431,050  8,283,589

      

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（千円）  －  －

（うち新株予約権）  －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

旧商法第280条の20及び第280条の21の

規定に基づき発行した新株予約権 

株式の種類 普通株式

目的となる株式の数    323,000株

行使時の払込金額 
１株当たり

   490円

行使により株式を発行

する場合の発行価格 
   490円

資本組入額    245円

旧商法第280条の20及び第280条の21の

規定に基づき発行した新株予約権 

株式の種類 普通株式

目的となる株式の数    319,000株

行使時の払込金額 
１株当たり

      490円

行使により株式を発行

する場合の発行価格 
      490円

資本組入額       245円



  

（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） 

 平成20年５月30日に土地を譲渡いたしました。 

①所在地 

 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 

②売却物件 

 土地 546.58㎡ 

③売却先 

 神奈川県川崎市川崎区駅前本町22番９ 

 学校法人深堀学園 理事長 深堀和子 

④売却金額 

 200,786千円 

⑤当該事象の損益に与える影響 

当該土地の売却により、平成21年３月期に固定資産売却

益32,163千円を特別利益として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）販売の状況 

（注）１．記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。 

２．生徒数は各期中の平均人数で算出しております。 

３．個別指導と現役・高卒生コースを併せて受講している生徒数につきましては、合計欄に（ ）内書きで記載

しております。 

４．大学受験部門の各校舎に併設している個別指導コースの売上高及び生徒数につきましては、大学受験部門に

含めて表示しております。 

  

６．その他

区分 

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） 

金額 生徒数（人） 金額  生徒数（人）

大学受験部門 
現役高校生  3,540,296  6,511  2,991,118  5,429

高校卒業生  798,287  1,100  684,620  957

個別指導事業本部 個別指導  1,092,284  1,844  1,118,102  1,967

中高受験部門 小中学生  54,714  170  59,725  167

小計  5,485,582  9,625  4,853,566  8,520

その他  59,799  －  39,275  －

合計 
 

 5,545,382

( )

 

274

9,626

 

 4,892,841

( )

 

227

8,520
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