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平成 22 年 4 月 13 日 

各   位 
会 社 名  株 式 会 社  昴 
代 表 者 名  代表取締役社長  西村道子 

（コード番号 ９７７８） 
問 合 せ 先  経 理 部 長  岩下敏明 
電 話   099-227-9505 

 
 

（訂正）「平成 22 年 2 月期決算短信」の一部訂正について 
 
平成 22 年 4 月 13 日に開示いたしました「平成 22 年 2 月期決算短信」の記載内容について一部誤りがありました

ので下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付しております。 
 

記 
 
【該当ページ P16】  
（訂正前） 
 

(6)【重要な会計方針】 

項目 
前事業年度 

(自  平成20年３月１日 
至  平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自  平成21年３月１日 
至  平成22年２月28日) 

１  有価証券の評価基準及び

評価方法 
その他有価証券 

時価のあるもの 
決算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) 

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  たな卸資産の評価基準及

び評価方法 
教材 

総平均法による原価法 
教材 
 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） 

 
 貯蔵品 

個別法による原価法 
貯蔵品 
 個別法による原価法 

(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） 

 
（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、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
年度から「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。 
 これによる損益に与える影響はあり
ません。 
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（訂正後） 
(6)【重要な会計方針】 

項目 
前事業年度 

(自  平成20年３月１日 
至  平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自  平成21年３月１日 
至  平成22年２月28日) 

１  有価証券の評価基準及び

評価方法 
その他有価証券 

時価のあるもの 
決算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) 

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  たな卸資産の評価基準及

び評価方法 
教材 

総平均法による原価法 
教材 
 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） 

 
 貯蔵品 

個別法による原価法 
貯蔵品 
 個別法による原価法 

(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） 

 
（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、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
年度から「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。 
 これによる損益に与える影響はあり
ません。 
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【該当ページ 17P】   
（訂正前） 
 

項目 
前事業年度 

(自  平成20年３月１日 
至  平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自  平成21年３月１日 
至  平成22年２月28日) 

 無形固定資産：定額法 
 

無形固定資産（リース資産を除く） 
 定額法 
 
リース資産 
 所有権移転外ファイナンス・リース取
引に係るリース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法 
 なお、平成20年３月31日以前に契約
した所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採
用しております。 
 

   (会計方針の変更） 
 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、当事業年度から、「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））を適用し、通常の売買処理
取引に係る方法に準じた会計処理によ
っております。 
 これによる、損益に与える影響はあり
ません。 
 なお、リース取引開始日が平成21年
２月28日以前の所有権移転外ファイナ
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
を引き続き採用しております。 
  

 長期前払費用：定額法 
 
投資不動産 ：建物(建物附属設備を含

む)は定額法、その他の
投資不動産については
定率法 

長期前払費用 
定額法 

  
投資不動産  
 建物(建物附属設備を含む)は定額法、
その他の投資不動産については定率法 

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

収不可能見込額を計上しております。

 

 
同左 

(2) 賞与引当金 従業員の賞与支給に充てるため、支

給見込額に基づき計上しております。

 

同左 

(3) ポイント引当金 生徒に付与したポイントの将来の使

用に備えるため、当事業年度末におけ

る将来使用見込額を計上しておりま

す。 
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（訂正後） 
 

項目 
前事業年度 

(自  平成20年３月１日 
至  平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自  平成21年３月１日 
至  平成22年２月28日) 

 無形固定資産：定額法 
 

無形固定資産（リース資産を除く） 
 定額法 
 
リース資産 
 所有権移転外ファイナンス・リース取
引に係るリース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法 
  

   (会計方針の変更） 
 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、当事業年度から、「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））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。 
 これによる、損益に与える影響はあり
ません。 
 なお、リース取引開始日が平成21年
２月28日以前の所有権移転外ファイナ
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
を引き続き採用しております。 
  

 長期前払費用：定額法 
 
投資不動産 ：建物(建物附属設備を含

む)は定額法、その他の
投資不動産については
定率法 

長期前払費用：同左 
  
投資不動産：同左 
  

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。 
 

 
同左 

(2) 賞与引当金 従業員の賞与支給に充てるため、支

給見込額に基づき計上しております。

 

同左 

(3) ポイント引当金 生徒に付与したポイントの将来の使

用に備えるため、当事業年度末におけ

る将来使用見込額を計上しておりま

す。 
 

        同左 
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【該当ページ P24】 

（訂正前） 

 

(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28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 
繰延税金資産(流動) 
  未払事業税 2,982千円

  未払事業所税 7,862千円

  賞与引当金 23,727千円

  ポイント引当金 7,774千円

  減損損失 6,913千円

  繰越欠損金 19,919千円

  その他 11,237千円

 80,416千円

 
繰延税金資産(固定) 
  退職給付引当金 194,991千円

  減損損失 572,530千円

  役員退職給与長期未払金 59,748千円

  その他 1,433千円

 828,705千円

繰延税金資産の小計 909,121千円

評価性引当額 △605,514千円

繰延税金資産の合計 303,606千円

 
繰延税金負債 
  その他有価証券評価差額金 △5,212千円

繰延税金負債の合計 △5,212千円

繰延税金資産の純額 298,394千円
   

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(流動) 
  未払事業税 2,310千円

  未払事業所税 7,731千円

  賞与引当金 22,980千円

  ポイント引当金 9,142千円

  減損損失 6,820千円

  繰越欠損金 34,941千円

  その他 12,209千円

 96,136千円

 
繰延税金資産(固定) 
  退職給付引当金 207,391千円

  減損損失 468,406千円

  役員退職給与長期未払金 59,748千円

  その他 1,167千円

 736,715千円

繰延税金資産の小計 832,851千円

評価性引当額 △501,922千円

繰延税金資産の合計 330,929千円

 
繰延税金負債 
  その他有価証券評価差額金 △3,655千円

繰延税金負債の合計 △3,655千円

繰延税金資産の純額 327,273千円
   

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
内訳 
法定実効税率 40.4％
（調整） 
住民税のうち均等割負担 13.9％
過年度法人税等戻入額 △5.1％
減損損失 △56.8％
その他 1.7％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.9％

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
内訳 
法定実効税率 40.4％
（調整） 
住民税のうち均等割負担 9.3％
減損損失 △56.4％
その他 1.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.6％
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（訂正後） 
 
(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28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 
繰延税金資産(流動) 
  未払事業税 2,982千円

  未払事業所税 7,862千円

  賞与引当金 23,727千円

  ポイント引当金 7,774千円

  減損損失 6,913千円

  繰越欠損金 19,919千円

  その他 11,237千円

 80,416千円

 
繰延税金資産(固定) 
  退職給付引当金 194,991千円

  減損損失 572,530千円

  長期未払金 59,748千円

  その他 1,433千円

 828,705千円

繰延税金資産の小計 909,121千円

評価性引当額 △605,514千円

繰延税金資産の合計 303,606千円

 
繰延税金負債 
  その他有価証券評価差額金 △5,212千円

繰延税金負債の合計 △5,212千円

繰延税金資産の純額 298,394千円
   

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(流動) 
  未払事業税 2,310千円

  未払事業所税 7,731千円

  賞与引当金 22,980千円

  ポイント引当金 9,142千円

  減損損失 6,820千円

  繰越欠損金 34,941千円

  その他 12,209千円

 96,136千円

 
繰延税金資産(固定) 
  退職給付引当金 207,391千円

  減損損失 468,406千円

  長期未払金 59,748千円

  その他 1,167千円

 736,715千円

繰延税金資産の小計 832,851千円

評価性引当額 △501,922千円

繰延税金資産の合計 330,929千円

 
繰延税金負債 
  その他有価証券評価差額金 △3,655千円

繰延税金負債の合計 △3,655千円

繰延税金資産の純額 327,273千円
   

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
内訳 
法定実効税率 40.4％
（調整） 
住民税のうち均等割負担 13.9％
過年度法人税等戻入額 △5.1％
減損損失 △56.8％
その他 1.7％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.9％

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
内訳 
法定実効税率 40.4％
（調整） 
住民税のうち均等割負担 9.3％
減損損失 △56.4％
その他 1.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.6％ 
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【該当ページ P25】 

（訂正前） 

 

(退職給付関係) 

前事業年度(自  平成 20 年３月１日  至  平成 21 年２月 28 日) 
(1) 採用している退職給付制度の概要 

当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 
 

(2) 退職給付債務に関する事項 
 ① 退職給付債務 △476,238千円

 ② 未認識数理計算上の差異 △6,414 
 ③ 退職給付引当金(①＋②) △482,652 
 

(3) 退職給付費用に関する事項 
 ① 勤務費用 51,308千円

 ② 利息費用 5,859 
 ③ 数理計算上の差異の費用処理額 △6,748 
 ④ 退職給付費用(①＋②＋③) 50,149 
 

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 ①  割引率 1.3％ 
 ②  退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 
 ③  数理計算上の差異の処理年数 ５年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数による定額法により、翌事業年度より費用
処理することとしております。) 

 
 

（訂正後） 
 

(退職給付関係) 

前事業年度(自  平成 20 年３月１日  至  平成 21 年２月 28 日) 
(1) 採用している退職給付制度の概要 

当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 
 

(2) 退職給付債務に関する事項 
 ① 退職給付債務 △476,238千円

 ② 未認識数理計算上の差異 △6,414 
 ③ 退職給付引当金(①＋②) △482,652 
 

(3) 退職給付費用に関する事項 
 ① 勤務費用 51,038千円

 ② 利息費用 5,859 
 ③ 数理計算上の差異の費用処理額 △6,748 
 ④ 退職給付費用(①＋②＋③) 50,149 
 

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 ①  割引率 1.3％ 
 ②  退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 
 ③  数理計算上の差異の処理年数 ５年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数による定額法により、翌事業年度より費用
処理することとしております。) 

 
 

以 上 


