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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 13,617 △0.4 566 204.0 498 216.2 158 ―

21年3月期 13,673 △0.0 186 △55.6 157 △66.1 △233 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 23.57 ― 1.1 2.0 4.2
21年3月期 △34.80 ― △1.7 0.6 1.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 25,323 13,829 54.6 2,061.13
21年3月期 25,107 13,738 54.7 2,047.57

（参考） 自己資本   22年3月期  13,829百万円 21年3月期  13,738百万円

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

22年3月期 1,473 △806 △587 844
21年3月期 862 △1,680 882 764

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 67 ― 0.5
22年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 80 50.9 0.6

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 12.00 12.00 161.1

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

6,250 0.7 △100 ― △140 ― △473 ― △70.49

通期 13,700 0.6 885 56.2 795 59.6 50 △68.4 7.45
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）又は当期純損失（連結）の算定の基礎となる株式数については、24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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 6,710,000株 21年3月期 6,710,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  100株 21年3月期  100株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 13,047 △0.4 584 219.3 523 246.6 202 ―

21年3月期 13,098 △2.6 183 △58.2 150 △68.7 △219 ―

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

22年3月期 30.24 ―

21年3月期 △32.67 ―

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

22年3月期 25,212 13,906 55.2 2,072.47
21年3月期 24,940 13,770 55.2 2,052.22

（参考） 自己資本 22年3月期  13,906百万円 21年3月期  13,770百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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。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については、
３ページ「１．経営成績（１）経営成績の分析」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

6,000 0.9 △60 ― △95 ― △427 ― △63.63

通期 13,100 0.4 900 53.9 820 56.8 85 △58.1 12.66
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（当期の経営成績） 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の大規模な財政政策により、鉱工業、自動車などの産業

を中心として、一定持ち直しに向っておりますがピーク時にはほど遠い状況であります。設備投資にお

きましては、依然として低迷しており、景気の本格的な回復はまだまだ先という見通しであり、雇用環

境、個人消費も萎縮したままであります。 

 当業界を取り巻く環境といたしましては、少子化により大学入学者が激減していくのに対して、規制

緩和により大学数が大幅に増加しております。その結果、近年定員割れの私大が半数近くになっており

ます。経営悪化により、募集停止、廃校に至っている私大も相次いでいます。定員割れを回避するた

め、多くの私大がＡＯ・推薦合格により生徒募集を進めております。そのため、大学を選ばなければ誰

でも入学できる「大学全入時代」となっております。また、家計環境も悪化しており、少数の難関校を

目指す学力上位層以外のマスの学力中間層が、高校生のみならず、小中学生においても全体として「学

習塾離れ」が顕在化するところとなっております。そうした中、志望校を堅持した学力上位層と中間

層、及び高い「学校外教育費」を捻出できる富裕層と家計の厳しい層というようにマーケットが二極化

してきております。 

 このような情勢のもと、当社グループは顧客としての生徒・保護者に今まで以上に満足していただけ

る「教育サービスの質」を高めていくこと、その仕組み作りに努めてまいりました。その中でも特に、

優秀な人材の採用に力を入れてまいりました。東海地方を中心として、北海道から九州までの校舎の新

設は、全国展開のイメージ付けも期待でき、採用にとって大きなプラスになっていると考えておりま

す。 

 小中学部におきましては、前期以上に小学生の低学年からの生徒の「囲い込み」を促進するため、よ

り多くの校舎での低学年クラスの設置を進めて生徒数の増加を図ってまいりました。また、新たに募集

講座の選択肢を拡げ、二極化したマーケットに対応することにより、生徒数の増加、及び売上単価アッ

プを促進してまいりました。その結果、小中学部の売上高は、当初計画には若干及ばなかったものの、

10,592百万円（対前年同期比0.8％増）となりました。 

 高校部におきましては、全国でも当社グループのみが導入している「遠隔ライブ授業」（ライブ授業

の同時中継授業）をさらに拡充し、全国トップレベルの講師による一流の授業を提供しております。生

徒の満足度も高く、生徒一人当りの売上単価が講習・本科講座ともに上昇しておりますが、生徒数の減

少を補い切れず、売上高は2,733百万円（対前年同期比5.6％減）となりました。 

 新規事業として立ち上げました、個別指導部門とOn lineによる映像動画配信事業（通称ＢＢＳ事

業）におきましては、まだまだ軌道には乗ってはおりませんが、当初計画を大幅に上回り、売上高は

292百万円（対前年同期比12.9％増）となりました。 

 営業費用におきましては、人員の適正配置、遠隔ライブ授業の拡充、水道光熱費管理などによる売上

原価の抑制、費用対効果を考慮しての広告宣伝などを中心に販管費も抑制してまいりました。また、前

連結会計期間の新設校は福岡県、福島県を中心に21校舎を開校いたしましたが、当連結会計期間は10校

舎の開校に抑えたため、事務用消耗品費等の初期投資費用も減少しております。 

 その結果、当連結会計年度の売上高は13,617百万円（対前年同期比0.4％減）、営業利益は566百万円

（対前年同期比204.0％増）、経常利益は498百万円（対前年同期比216.2％増）、当期純利益は158百万

円となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 （次期の見通し） 

 次期の見通しといたしましては、景気の二番底への懸念が薄らいではいるものの本格的回復はまだま

だ先という状況であります。 

 当業界を取り巻く経営環境は全国の市場性がゆるやかに減少し、依然として厳しい状況が継続すると

思われます。業界における企業統合、売却、業務提携など一層強まってくると思われます。 

 厳しい経営環境ではありますが、当社グループといたしましては、様々なノウハウが蓄積している既

存事業の小中学部、高校部の業績向上が不可欠だと考えております。そのためには、大きく二極化した

マーケットにおいて、それぞれの層に対応した商品を提供し、生徒数と生徒一人当りの売上単価を向上

させていくことが重要であり、低学年から本科生として取り組んでいく戦略も必要だと考えておりま

す。 

 また、教育サービスの質の向上も今まで以上に求めれられてきております。次期におきましては、校

舎の新設を抑え、教育サービスの濃度をより一層高めていく計画であります。高校部の「遠隔ライブ授

業」もさらに拡充していく予定であり、既存事業におきましては、堅実な業績向上を目指しておりま

す。 

 新規事業の「個別指導事業」「ＢＢＳ事業」におきましては、集団のライブ授業を持つ強みを十分に

活かして、数多く参入してくる競合他社との差別化を強力に図り、成功させていく計画であります。

「ＢＢＳ事業」における映像コンテンツにつきましては、既に１万タイトル以上を開発しており、その

クオリティは全国トップレベルと自負しておりますが、さらにクオリティの高いコンテンツを開発中で

あります。 

 営業費用におきましては、費用対効果を考慮して、より一層の抑制に努めてまいります。一方、「資

産除去債務に関する会計基準」の適用に伴ない、特別損失を見込んでおります。 

 また、次期における校舎展開は、小中学部は既存エリア内の新設に留め、年間２校舎程度を計画して

おります。高校部におきましては、福岡県に１校舎を計画しております。 

 この結果、次期見通しにつきましては、売上高13,700百万円（対前年同期比0.6％増）、営業利益885

百万円（対前年同期比56.2％増）、経常利益795百万円（対前年同期比59.6％増）、当期純利益50百万

円（対前年同期比68.4％減）を見込んでおります。 

  

①資産・負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べて216百万円増加し、25,323百万円とな

りました。これは主として、校舎の新設に伴なう土地等の校舎設備取得による有形固定資産の増加によ

るものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べて、125百万円増加し、11,493百万円となりました。これは主とし

て、長期借入金が約定返済によって減少したものの、税引前利益が増加したことにより未払法人税等が

増加したこと、税金等の季節資金支払のために短期借入金の調達を行ったことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて、90百万円増加し、13,829百万円となりました。これは主とし

て、当期純利益の計上によるものであります。 

(2) 財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における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79

百万円増加し、当連結会計年度末には844百万円となりました。 

(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によるキャッシュ・フローは1,473百万円の収入(前年同期862百万

円の収入)となりました。これは主として、営業費用の削減効果により税金等調整前利益が増加したた

めであります。 

(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によるキャッシュ・フローは806百万円の支出(前年同期1,680百万

円の支出)となりました。これは主として、前期には福岡県及び福島県を中心として移転を含め21校舎

の新規開校に伴う有形固定資産取得による支出、敷金及び保証金の差入による支出がありましたが、当

期は校舎の新設を10校舎に抑えたことにより投資額が減少したためであります。 

(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によるキャッシュ・フローは587百万円の支出(前年同期882百万円

の収入)となりました。これは主として、前期には新設校に伴なう設備投資を目的とした長期借入れに

よる収入があったものの、当期は設備投資の抑制により、長期借入れによる資金調達が少なく、返済が

進んだためであります。 

  

(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 平成19年３月期までは個別ベースの財務数値、平成20年３月期からは連結ベースの財務数値により計算して

おります。 

２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済み株式数をベースに計算しています。 

３ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

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ていま

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 平成22年３月期

自己資本比率 69.5％ 68.1％ 59.5％ 54.7％ 54.6％

時価ベースの自己資本比率 101.4％ 51.6％ 16.5％ 8.9％ 14.5％

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

123.4％ 277.1％ 214,241.4% 952.0％ 131.7％

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

61.5 26.5 0.0 5.9 8.3
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当社グループは、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して認識しております。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るとともに、配当につきましても安定的な配当の

継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。また、配当性向を10％以上とすることを具体

的な目標としております。  

 当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき12円とさせていただきます。  

 また、次期の１株当たり配当金は、12円を予定しております。 

  

  

（少子化と当社の今後の方針について）  

 当社グループの属する学習塾業界は、児童・生徒の絶対数の減少という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のみに止まらず、難関ブ

ランド校、有名校を除いて入学試験の平易化が起こり、入塾動機の希薄化・通塾率の低下につながる可

能性があります。  

 一方、保護者の学習塾に対する選別の意識は高まっております。当社は、従来からの正社員による質

の高い授業や、塾専用の独自設計・独立校舎による良質な学習環境の提供に加えて、保護者や生徒の求

める高いレベルのニーズに応えることを心がけております。  

 （地域別の校舎展開について）  

 平成22年３月31日現在、当社グループは静岡県に68校舎、愛知県に50校舎、山梨県に10校舎、神奈川

県に15校舎、岐阜県に10校舎、北海道に32校舎、三重県に12校舎、宮城県に12校舎、福岡県に13校舎、

福島県に14校舎、合計236校舎を展開しております。今後は、これらの地域内において、マーケットニ

ーズの高い未開拓エリアへの校舎展開を進めていく予定であります。  

 当社グループは次期、小中学部を年間２校舎程度新設、高校部につきましては年間１校舎程度の新設

を計画しております。  

 全国10道県におよぶ校舎展開を支える組織体制の再構築、具体的には優秀な人材の採用・研修体制の

より一層の充実、また管理職層の育成が不可欠であります。  

 (校舎の開設方針について）  

 当社グループは校舎の開設に際して、すべての校舎について塾専用の独自設計・独立校舎を基本方針

としております。これは生徒が勉強しやすい環境を作るためのこだわりであります。こうした方針は生

徒にとって良質な学習環境の確保に寄与しているものと考えております。  

 その反面、機動的に校舎を開設・統廃合する際の妨げとなる可能性があります。また、賃借物件につ

いては、貸主の状況によっては、敷金及び保証金が返還されない可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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(業績の四半期毎の変動について）  

 当社グループの生徒数は小中学部・高校部ともに、第１四半期に比べ第２四半期以降において、各種

講習会に参加する一般生数が増加し、また、本科授業の２学期が開始される９月及び３学期が開始され

る１月には新入学により本科生数が増加いたします。したがって、第１四半期に比べ第２四半期以降の

売上高の割合が大きくなる傾向があります。  

 一方、営業費用につきましては、主要な費用である人件費、賃借料等が毎月固定的に発生いたしま

す。また、広告宣伝費につきましては、夏期講習の募集時期である５月及び６月、次年度の新入学の募

集時期である１月及び２月に集中的に発生いたします。  

 このため、第１四半期は第２四半期以降に比べ収益性が低くなる傾向があります。 

 (情報管理について） 

 当社グループは多数の生徒に関わる個人情報を有しております。これらの情報については、社内規程

の制定、従業員への教育等、対策を徹底しておりますが、情報漏洩が全く起きない保証はありません。

万が一、情報漏洩が起きた場合、社会的信用に影響を与え、その対応のための多額の費用負担が発生す

る恐れがあります。 
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社秀英予備校）、子会社１社（株式会社東日

本学院）及び、その他の関係会社１社（有限会社シューエイ）により構成されております。  

 子会社は、福島県において学習塾・予備校の運営を行っております。 

 その他関係会社は、有価証券の保有及び運用以外の事業活動を行っておりません。 

  

当社グループの経営の基本方針は以下の通りであります。  

① 教室、自習室、学習・進学指導室、休憩室、ホールなど学習効果を十分に考慮した当社独自の設計

による専用校舎を設立し、全校舎ＡＤＳＬ以上のインフラが構築されている等、高度なニーズに応えら

れる快適な学習環境を提供すること  

② 高均一な授業、学習・進学指導を中心とした教育サービスを提供し、学校外教育に対する高いレベ

ルのニーズに応えること  

③ 膨大な潜在的ニーズがあるにもかかわらず、全国的にも運営ノウハウが確立されていない現役高校

生部門を拡充させること  

④ ＢＢＳ部門において、教育コンテンツの動画配信サービスを提供し、家庭及び教育現場での学習効

果を高めること  

⑤ 需要の高い個別指導分野において、習熟度に合わせたきめ細かい指導を徹底し、幅広い学習ニーズ

に応えること 

これらの基本方針に基づき、当社グループは積極的な採用活動を全国で行い、優秀な正社員専任教師の

確保に努めております。  

 小中学部におきましては、十分な研修を受けた正社員教師100％体制で運営しております。  

 高校部におきましては、小中学部同様の正社員教師に加え、主に首都圏で採用する年間契約のプロの

予備校講師を採用し、両者を適切に配置して運営しております。また、学習・進学指導、及び募集活動

に当っては、やはり正社員の“進学アドバイザー”を配置しております。  

 当業界は少子化現象が進行し、厳しい経営環境に置かれています。こうした状況のなか、当社グルー

プは安易な授業料等の値引きによることなく、教育サービスの質を徹底的にアップさせ、生徒・保護者

のニーズに十分に応えていくことによって、生徒・保護者の満足を勝ち取り、売上増を図っておりま

す。  

 生徒・保護者の満足、当社の売上・利益増、株主への利益還元、この３点をバランスよく共に充足さ

せることが必要だと考えております。  

  

当社グループは、市場の変化に対応した教育サービスを提供することにより、１校舎あたりの生徒数

を維持しつつ、全国への事業展開を目標としております。  

 そのため、売上高営業利益率20％以上を経営指標として売上・収益の最大化に取り組んでおります。 

  

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標
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当社グループは現在、各種研修システム、校舎運営のマニュアル化、内部監査の実行など、内部体制

が充実し、質の高い教育サービスを組織的に提供できる体制が整っております。マーケットの変化に対

応し、さらに強固な基盤作りに努めてまいります。  

 小中学部におきましては、校舎を新規開校した場合、極めて短期間に損益分岐点をクリアーする生徒

数を確保するノウハウが確立しております。今後は当社グループの小中学部全体の教育サービスの質が

低下しないように内部体制の充実を図り、より一層高均一な授業ができる環境を推進し、事業規模の拡

大を継続していく計画です。また、既に展開している道・県内の未開拓地域への校舎展開を進め、同地

域内に年間2校舎程度の新設を行っていく計画であります。  

 また、高校部におきましては、一昨年小中学部が進出しました福岡県に新設する他、中３生数と合格

実績が増加し、小中学部からの進級による高１生を多数確保できることが見込まれる小中学部の基盤が

整ったエリアに順次校舎の新設を行う計画です。  

  

① 学力上位層だけでなく、中間層・下位層それぞれのマーケットに対応した教育サービスを 

   提供すること  

 ② 内部体制の充実とバランスを取りつつ最大限の校舎展開を行うこと  

 ③ ①・②を支える優秀な人材を多数採用すること  

 ④ 独自に開発したブロードバンドスクールの認知度を向上させること  

  

該当事項はありません。  

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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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21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 903,970 997,184

受取手形及び売掛金 320,554 291,458

商品 180,685 176,889

貯蔵品 34,584 29,683

繰延税金資産 153,180 172,654

未収消費税等 16,385 －

その他 724,320 727,390

貸倒引当金 △2,621 △2,496

流動資産合計 2,331,059 2,392,764

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 10,529,834 ※1 11,123,381

減価償却累計額 △2,661,117 △3,146,888

建物及び構築物（純額） 7,868,716 7,976,493

機械装置及び運搬具 45,261 47,489

減価償却累計額 △28,417 △22,013

機械装置及び運搬具（純額） 16,844 25,476

工具、器具及び備品 976,820 1,085,726

減価償却累計額 △659,407 △759,846

工具、器具及び備品（純額） 317,413 325,880

土地 ※1 5,042,362 ※1 5,399,929

リース資産 623,432 690,398

減価償却累計額 △36,049 △108,638

リース資産（純額） 587,382 581,760

建設仮勘定 115,712 71,500

有形固定資産合計 13,948,431 14,381,040

無形固定資産

のれん 118,264 85,260

その他 224,511 213,441

無形固定資産合計 342,775 298,701

投資その他の資産

投資有価証券 3,927 3,850

繰延税金資産 182,444 237,744

敷金及び保証金 7,032,856 6,863,304

その他 1,504,261 1,403,910

貸倒引当金 △238,729 △257,657

投資その他の資産合計 8,484,760 8,251,151

固定資産合計 22,775,967 22,930,893

資産合計 25,107,027 25,323,657
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 ※1 4,111,000 ※1 4,451,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1 1,022,588 ※1 780,946

リース債務 45,092 62,405

未払金 543,037 636,708

未払法人税等 108,472 350,015

未払消費税等 968 132,274

前受金 990,708 897,390

賞与引当金 253,563 253,219

役員賞与引当金 － 10,000

その他 206,039 228,478

流動負債合計 7,281,469 7,802,438

固定負債

長期借入金 ※1 2,416,171 ※1 1,849,425

リース債務 619,336 620,032

退職給付引当金 420,223 568,305

役員退職慰労引当金 578,562 605,786

その他 52,267 47,689

固定負債合計 4,086,560 3,691,238

負債合計 11,368,029 11,493,677

純資産の部

株主資本

資本金 2,089,400 2,089,400

資本剰余金 1,944,380 1,944,380

利益剰余金 9,705,278 9,796,338

自己株式 △60 △60

株主資本合計 13,738,997 13,830,057

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － △77

評価・換算差額等合計 － △77

純資産合計 13,738,997 13,829,980

負債純資産合計 25,107,027 25,323,657
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 13,673,698 13,617,616

売上原価 11,977,559 11,587,750

売上総利益 1,696,138 2,029,865

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 647,194 556,408

貸倒引当金繰入額 2,801 3,086

役員報酬 180,166 169,617

給料及び手当 107,939 146,177

賞与 10,016 14,997

賞与引当金繰入額 9,377 9,033

役員賞与引当金繰入額 － 10,000

退職給付費用 6,132 11,709

役員退職慰労引当金繰入額 30,510 29,017

減価償却費 43,116 48,812

のれん償却額 33,003 33,003

その他 439,450 431,248

販売費及び一般管理費合計 1,509,710 1,463,111

営業利益 186,428 566,753

営業外収益

受取利息 78,599 81,166

受取配当金 118 2,004

受取賃貸料 12,425 11,838

その他 25,878 22,199

営業外収益合計 117,021 117,209

営業外費用

支払利息 143,596 179,199

その他 2,351 6,709

営業外費用合計 145,947 185,909

経常利益 157,502 498,053

特別利益

固定資産売却益 ※1 91,320 ※1 94

保険解約返戻金 － 45,637

特別利益合計 91,320 45,731

特別損失

固定資産売却損 ※2 4,158 －

固定資産除却損 ※3 35,332 ※2 85,404

減損損失 ※4 66,204 －

貸倒引当金繰入額 ※5 234,000 ※3 16,000

その他 6,083 －

特別損失合計 345,777 101,404

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△96,955 442,380

法人税、住民税及び事業税 181,112 358,995

法人税等調整額 △44,528 △74,774

法人税等合計 136,583 284,221

当期純利益又は当期純損失（△） △233,539 158,159

12

㈱秀英予備校(4678)　平成22年３月期決算短信



  

(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20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,089,400 2,089,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,089,400 2,089,400

資本剰余金

前期末残高 1,944,380 1,944,380

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,944,380 1,944,380

利益剰余金

前期末残高 10,073,015 9,705,278

当期変動額

剰余金の配当 △134,198 △67,099

当期純利益又は当期純損失（△） △233,539 158,159

当期変動額合計 △367,737 91,060

当期末残高 9,705,278 9,796,338

自己株式

前期末残高 △52 △60

当期変動額

自己株式の取得 △8 －

当期変動額合計 △8 －

当期末残高 △60 △60

株主資本合計

前期末残高 14,106,743 13,738,997

当期変動額

剰余金の配当 △134,198 △67,099

当期純利益又は当期純損失（△） △233,539 158,159

自己株式の取得 △8 －

当期変動額合計 △367,745 91,060

当期末残高 13,738,997 13,830,057
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22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 △2,772 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2,772 △77

当期変動額合計 2,772 △77

当期末残高 － △77

評価・換算差額等合計

前期末残高 △2,772 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2,772 △77

当期変動額合計 2,772 △77

当期末残高 － △77

純資産合計

前期末残高 14,103,971 13,738,997

当期変動額

剰余金の配当 △134,198 △67,099

当期純利益又は当期純損失（△） △233,539 158,159

自己株式の取得 △8 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,772 △77

当期変動額合計 △364,973 90,983

当期末残高 13,738,997 13,829,980
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(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20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22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又は税金等調整前当期
純損失（△）

△96,955 442,380

減価償却費 694,502 772,098

減損損失 66,204 －

のれん償却額 33,003 33,003

貸倒引当金の増減額（△は減少） 234,246 18,803

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,091 △344

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 77,523 148,081

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,692 27,224

受取利息及び受取配当金 △78,717 △83,171

支払利息 143,596 179,199

固定資産売却損益（△は益） △87,161 △94

固定資産除却損 35,166 51,843

保険解約損益（△は益） － △45,637

投資有価証券評価損益（△は益） 6,083 －

売上債権の増減額（△は増加） 9,789 28,621

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,197 8,698

仕入債務の増減額（△は減少） △48,896 48,032

未払消費税等の増減額（△は減少） 84,538 151,204

前受金の増減額（△は減少） △59,413 △93,318

長期前払費用の増減額（△は増加） △71,574 48,953

その他 88,011 22,213

小計 909,966 1,767,794

利息及び配当金の受取額 1,435 2,592

利息の支払額 △145,741 △178,067

法人税等の支払額 △121,346 △118,552

法人税等の還付額 218,524 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 862,839 1,473,767

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 △156,919 △171,662

定期預金の払戻による収入 189,015 158,054

有形固定資産の取得による支出 △2,374,141 △1,012,775

有形固定資産の売却による収入 1,164,623 5,166

保険積立金の解約による収入 － 109,320

投資有価証券の売却による収入 40,000 100,000

敷金及び保証金の差入による支出 △822,888 △324,810

敷金及び保証金の回収による収入 383,135 417,457

その他 △103,085 △87,227

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,680,259 △806,477

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 4,231,000 2,078,000

短期借入金の返済による支出 △4,477,332 △1,738,000

長期借入れによる収入 2,346,000 252,000

長期借入金の返済による支出 △1,054,508 △1,060,388

リース債務の返済による支出 △29,484 △52,470

配当金の支払額 △133,238 △66,824

その他 △8 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 882,429 △587,683

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 65,009 79,606

現金及び現金同等物の期首残高 699,725 764,734

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 764,734 ※1 844,341
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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】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称  (株)東日本学院

連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称  (株)東日本学院

２ 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。

同左

３ 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

主として移動平均法によ

り算定している)

(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

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

② たな卸資産

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

下げの方法により算定)

貯蔵品

最終仕入原価法

(貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定)

(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。 

 これにより、当連結会計年

度の営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純損失に与

える影響はありません。 

 

② たな卸資産

商品

同左

 

  

 

貯蔵品

同左

 

  

 

―――――――
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

(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(リース資産除く)

定率法

但し、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備は除

く)については、定額法

なお、主な耐用年数は次の通り

であります。

建物及び構築物 ３～47年

機械装置及び運搬具 ６～10年

工具、器具及び備品 ２～15年

(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(リース資産除く)

同左

② 無形固定資産(リース資産除く)

ソフトウェア(自社利用分)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

② 無形固定資産(リース資産除く)

同左

③ 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 リース資産

同左

(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、以下の通り計上しておりま

す。

一般債権

貸倒実績率法

貸倒懸念債権及び破産更生債権等

財務内容評価法

(3) 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

従業員の賞与の支出に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上してお

ります。

② 賞与引当金

同左

③    ――――――― ③ 役員賞与引当金

役員の賞与の支出に備えて、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。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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。

数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(７年)による定額

法により翌連結会計年度から費用

処理しております。

④ 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出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

同左

(4) 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。

特例処理の要件を満たす金利ス

ワップ取引については、特例処理

を行っております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引

ヘッジ対象

借入金

③ ヘッジ方針

重要なデリバティブ取引は、経

営会議の決議事項であります。

金利変動リスクを回避する目的

で行われる金利スワップ取引につ

いては、管理本部にて取引を実行

するとともに、取引の残高状況を

把握し、管理しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引のみであり、

全て特例処理によっているため、

有効性の評価を省略しておりま

す。

(4) 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

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

① 収益の計上基準

入学売上は、入学日の属する連

結会計年度に収益として計上して

おります。

授業料売上・講習売上は、受講

期間に対応して収益として計上し

ております。

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

① 収益の計上基準

同左

② 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

② 消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

５ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

効果の及ぶ期間(５年)にわたって定

額法により償却をおこなっておりま

す。

同左

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、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

しか負わない短期的な投資。

同左

19

㈱秀英予備校(4678)　平成22年３月期決算短信



 

 
  

 
  

(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】
 

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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。 

 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。

これにより、営業利益は35,904千円増加し、経常利益

は10,484千円減少し、税金等調整前当期純損失は10,484

千円増加しております。

―――――――

【表示方法の変更】
 

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表） 

 財務諸表等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な

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」「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」「貯蔵品」は、そ

れぞれ103,696千円、37,376千円であります。

―――――――
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(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21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

 

 

※１ 担保に供している資産及び対応債務は、次のとお

りであります。

担保に供している資産
 

 建物及び構築物 789,348千円

 土地 2,082,221千円

 計 2,871,570千円
 

対応債務

 短期借入金 408,863千円

 1年内返済予定の長期借入金 868,110千円

 長期借入金 2,363,527千円

 計 3,640,500千円

 

 

 

※１ 担保に供している資産及び対応債務は、次のとお

りであります。

担保に供している資産
 

 建物及び構築物 1,178,263千円

 土地 2,590,841千円

 計 3,769,105千円
 

対応債務

 短期借入金 2,009,773千円

 1年内返済予定の長期借入金 760,244千円

 長期借入金 1,817,483千円

 計 4,587,500千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 877千円

 土地 90,442千円

 計 91,320千円  

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 機械装置及び運搬具 94千円

 計 94千円

 

※２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 2,167千円

 土地 1,990千円

 計 4,158千円

 

―――――――

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 565千円

 工具、器具及び備品 2,557千円

 無形固定資産(その他) 10,923千円

 賃貸契約解約による原 
 状回復費用等

21,285千円

 計 35,332千円

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 2,206千円

 工具、器具及び備品 3,820千円

 敷金及び保証金 37,011千円

 投資その他資産(その他) 3,565千円
 賃貸契約解約による原 
 状回復費用等

38,800千円

 計 85,404千円

※４ 当連結会計年度において、以下の資産グループに

おいて減損損失を計上しております。 

 当社は校舎を単位としてグルーピングしておりま

す。清水町校については、一定の営業利益を確保し

ているものの、土地の地価が大幅に下落しておりま

す。このため、当資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(66,204

千円)として特別損失に計上しております。その内

訳は、土地62,066千円、建物及び構築物4,124千

円、工具、器具及び備品12千円であります。 

 なお、上記資産グループの回収可能価額は使用価

値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

4.3％で割り引いて算定しております。

――――――― 

※５ 貸倒懸念債権に対し、貸倒引当金を計上しており

ます。

※３ 貸倒懸念債権に対し、貸倒引当金を計上しており

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

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

３ 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 

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 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)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 6,710 ― ― 6,710

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 0 0 ― 0

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 134,198 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 67,099 利益剰余金 10 平成21年3月31日平成21年6月29日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 6,710 ― ― 6,710

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 0 ― ― 0

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21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 67,099 10 平成21年３月31日 平成21年６月29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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 80,518 利益剰余金 12 平成22年3月31日平成22年6月30日
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結グループは、学習塾・予備校として、同一セグメントに属する小中学生・高校生・高卒生に対し

教育サービスを提供しており、当該事業以外に事業の種類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21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

当連結グループは、学習塾・予備校として、同一セグメントに属する小中学生・高校生・高卒生に対し

教育サービスを提供しており、当該事業以外に事業の種類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20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（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、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

 現金及び預金勘定 903,970千円

 預入期間が３ヶ月を 
 超える定期預金

△139,235千円

 現金及び現金同等物 764,734千円

 
 

※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

 現金及び預金勘定 997,184千円

 預入期間が３ヶ月を 
 超える定期預金

△152,843千円

 現金及び現金同等物 844,341千円

 

 ２ 重要な非資金取引の内容

 当連結会計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債務の額はそれぞ

れ623,432千円及び693,912千円であります。

 ―――――――

 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎 

 
  

前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、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、賃貸等不動産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ております。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 2,047円57銭 2,061円13銭

１株当たり当期純利益又は 
当期純損失(△)

△34円80銭 23円57銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、１株当たり当期純損失

であり、また、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △233,539 158,159

 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)

△233,539 158,159

 普通株式の期中平均株式数(千株) 6,709 6,709

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 889,748 994,352

売掛金 288,454 260,253

商品 166,382 158,724

貯蔵品 30,809 26,601

前払費用 309,285 300,235

繰延税金資産 153,180 172,654

1年内回収予定の差入保証金 385,653 400,669

未収消費税等 16,385 －

その他 9,775 24,439

貸倒引当金 △2,621 △2,496

流動資産合計 2,247,051 2,335,434

固定資産

有形固定資産

建物 ※1 9,762,958 ※1 10,327,123

減価償却累計額 △2,290,963 △2,723,697

建物（純額） 7,471,994 7,603,425

構築物 766,876 796,257

減価償却累計額 △370,153 △423,190

構築物（純額） 396,722 373,067

機械及び装置 34,030 34,030

減価償却累計額 △18,306 △21,545

機械及び装置（純額） 15,723 12,484

車両運搬具 11,230 13,458

減価償却累計額 △10,110 △467

車両運搬具（純額） 1,120 12,991

工具、器具及び備品 974,479 1,083,385

減価償却累計額 △659,051 △758,795

工具、器具及び備品（純額） 315,428 324,590

土地 ※1 5,042,362 ※1 5,399,929

リース資産 573,823 634,938

減価償却累計額 △32,686 △94,866

リース資産（純額） 541,136 540,071

建設仮勘定 115,712 71,500

有形固定資産合計 13,900,200 14,338,061

無形固定資産

ソフトウエア 210,900 199,830

電話加入権 13,321 13,321

無形固定資産合計 224,221 213,151
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

関係会社株式 98,551 98,551

長期前払費用 861,172 803,706

繰延税金資産 182,444 237,744

敷金及び保証金 7,022,069 6,852,829

店舗賃借仮勘定 37,000 141,000

会員権 5,550 5,550

保険積立金 133,396 74,466

長期未収入金 467,142 367,142

破産更生債権等 － 2,338

貸倒引当金 △238,729 △257,657

投資その他の資産合計 8,568,598 8,325,672

固定資産合計 22,693,019 22,876,885

資産合計 24,940,071 25,212,319

負債の部

流動負債

短期借入金 ※1 4,081,000 ※1 4,420,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1 998,576 ※1 760,244

リース債務 35,048 50,931

未払金 519,122 599,836

未払法人税等 108,200 349,743

未払消費税等 － 128,285

未払費用 75,147 77,480

前受金 988,360 895,445

預り金 74,488 79,973

前受収益 11,921 12,964

賞与引当金 243,822 244,092

役員賞与引当金 － 10,000

その他 51,268 65,488

流動負債合計 7,186,955 7,694,486

固定負債

長期借入金 ※1 2,363,527 ※1 1,817,483

リース債務 581,028 587,551

退職給付引当金 407,505 553,233

役員退職慰労引当金 578,562 605,786

その他 52,267 47,689

固定負債合計 3,982,889 3,611,743

負債合計 11,169,845 11,306,229
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,089,400 2,089,400

資本剰余金

資本準備金 1,944,380 1,944,380

資本剰余金合計 1,944,380 1,944,380

利益剰余金

利益準備金 57,245 57,245

その他利益剰余金

別途積立金 1,500,000 1,500,000

繰越利益剰余金 8,179,261 8,315,125

利益剰余金合計 9,736,506 9,872,370

自己株式 △60 △60

株主資本合計 13,770,225 13,906,090

純資産合計 13,770,225 13,906,090

負債純資産合計 24,940,071 25,212,319
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

売上高 13,098,150 13,047,409

売上原価 11,463,882 11,066,840

売上総利益 1,634,268 1,980,568

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 623,083 534,843

貸倒引当金繰入額 2,801 3,086

役員報酬 180,166 161,284

給料及び手当 107,939 146,177

賞与 10,016 14,997

賞与引当金繰入額 9,377 9,033

役員賞与引当金繰入額 － 10,000

退職給付費用 6,132 11,709

役員退職慰労引当金繰入額 30,510 29,017

福利厚生費 37,839 41,781

採用費 78,206 39,075

減価償却費 43,116 48,812

賃借料 19,681 21,887

支払手数料 106,120 127,028

事業税 48,300 49,400

その他 147,746 147,474

販売費及び一般管理費合計 1,451,039 1,395,608

営業利益 183,229 584,959

営業外収益

受取利息 78,487 81,158

受取配当金 2 2,004

受取賃貸料 ※6 57,093 ※4 147,406

その他 24,769 21,577

営業外収益合計 160,354 252,147

営業外費用

支払利息 141,335 176,577

賃貸収入原価 48,973 130,741

貸倒引当金繰入額 － 2,338

その他 2,351 4,371

営業外費用合計 192,660 314,028

経常利益 150,923 523,078

特別利益

固定資産売却益 ※1 91,320 ※1 94

保険解約返戻金 － 45,637

特別利益合計 91,320 45,731

特別損失

固定資産売却損 ※2 4,158 －

固定資産除却損 ※3 20,817 ※2 65,898

減損損失 ※4 66,204 －

貸倒引当金繰入額 ※5 234,000 ※3 16,000

特別損失合計 325,179 81,898

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △82,936 486,911

法人税、住民税及び事業税 180,809 358,722

法人税等調整額 △44,528 △74,774

法人税等合計 136,281 283,947

当期純利益又は当期純損失（△） △219,217 202,963
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,089,400 2,089,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,089,400 2,089,400

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,944,380 1,944,380

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,944,380 1,944,380

資本剰余金合計

前期末残高 1,944,380 1,944,380

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,944,380 1,944,380

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 57,245 57,245

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 57,245 57,245

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 1,500,000 1,500,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,500,000 1,500,000

繰越利益剰余金

前期末残高 8,532,677 8,179,261

当期変動額

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △134,198 △67,099

当期純利益又は当期純損失（△） △219,217 202,963

当期変動額合計 △353,416 135,864

当期末残高 8,179,261 8,315,125
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 10,089,922 9,736,506

当期変動額

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △134,198 △67,099

当期純利益又は当期純損失（△） △219,217 202,963

当期変動額合計 △353,416 135,864

当期末残高 9,736,506 9,872,370

自己株式

前期末残高 △52 △60

当期変動額

自己株式の取得 △8 －

当期変動額合計 △8 －

当期末残高 △60 △60

株主資本合計

前期末残高 14,123,650 13,770,225

当期変動額

剰余金の配当 △134,198 △67,099

当期純利益又は当期純損失（△） △219,217 202,963

自己株式の取得 △8 －

当期変動額合計 △353,424 135,864

当期末残高 13,770,225 13,906,090

純資産合計

前期末残高 14,123,650 13,770,225

当期変動額

剰余金の配当 △134,198 △67,099

当期純利益又は当期純損失（△） △219,217 202,963

自己株式の取得 △8 －

当期変動額合計 △353,424 135,864

当期末残高 13,770,225 13,906,090
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該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

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により

算定)

貯蔵品

最終仕入原価法

(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により

算定)

(会計方針の変更)

  当事業年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」(企業会計基準

第９号 平成18年７月５日公表分)

を適用しております。 

 これにより、当事業年度の営業利

益、経常利益及び税引前当期純損失

に与える影響はありません。

商品

同左

 

  

 

貯蔵品

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

 

(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(建物附属設備は除く)につ

いては、定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物 ３～47年

構築物 10～20年

機械及び装置 10年

車両運搬具 ６年

工具、器具及び備品 ２～15年

(1) 有形固定資産(リース資産除く)

同左

(2) 無形固定資産(リース資産除く)

ソフトウェア(自社利用分)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

(2) 無形固定資産(リース資産除く)

同左

(3) 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) リース資産

同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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、以下のとおり計上しておりま

す。

一般債権

貸倒実績率法

貸倒懸念債権及び破産更生債権等

財務内容評価法

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるた

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)    ――――――― (3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えて、当事

業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。

数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(７年)による定額法によ

り翌事業年度から費用処理しており

ます。

(4) 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出に備える

ため、役員退職慰労金規程に基づく

当事業年度末要支給額を計上してお

ります。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

５ 収益の計上基準 入学売上は、入学日の属する事業

年度に収益として計上しておりま

す。

授業料売上・講習売上は、受講期

間に対応して収益として計上してお

ります。

同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

６ ヘッジ会計の方法 (1) 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。

特例処理の要件を満たす金利ス

ワップ取引については、特例処理

を行っております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段
金利スワップ取引

ヘッジ対象

借入金

③ ヘッジ方針

重要なデリバティブ取引は、経

営会議の決議事項であります。

金利変動リスクを回避する目的

で行われる金利スワップ取引につ

いては、管理本部にて取引を実行

するとともに、取引の残高状況を

把握し、管理しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引のみであり、

全て特例処理によっているため、

有効性の評価を省略しておりま

す。

(1) 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

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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。 

 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。

これにより、営業利益は33,217千円増加し、経常利益

は10,812千円減少し、税引前当期純損失は10,812千円増

加しております。

―――――――

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（損益計算書） 

 前事業年度において販売費及び一般管理費「その他」

に含めて表示しておりました「支払手数料」（前事業年

度62,077千円）は、販売費及び一般管理費の合計額の

５/100を超えることとなったため、当事業年度において

は区分掲記することといたしました。

―――――――
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(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21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

 

 

※１ 担保に供している資産及び対応債務は、次のとお

りであります。

担保に供している資産

 建物 789,348千円

 土地 2,082,221千円

 計 2,871,570千円
 

対応債務

 短期借入金 408,863千円

 1年内返済予定の長期借入金 868,110千円

 長期借入金 2,363,527千円

 計 3,640,500千円

 

 

※１ 担保に供している資産及び対応債務は、次のとお

りであります。

担保に供している資産

 建物 1,178,263千円

 土地 2,590,841千円

 計 3,769,105千円
 

対応債務

 短期借入金 2,009,773千円

 1年内返済予定の長期借入金 760,244千円

 長期借入金 1,817,483千円

 計 4,587,500千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物 877千円

土地 90,442千円

計 91,320千円  

※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 94千円

計 94千円

 

※２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります
建物 2,167千円

土地 1,990千円

計 4,158千円

 

―――――――

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 339千円

構築物 226千円

工具、器具及び備品 2,557千円

ソフトウエア 10,923千円

賃借契約解約による 
原状回復費用等

6,770千円

計 20,817千円

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 1,117千円

構築物 1,088千円

工具、器具及び備品 3,820千円

長期前払費用 3,565千円

敷金及び保証金 37,011千円

賃借契約解約による 
原状回復費用等

19,294千円

計 65,898千円

※４ 当事業年度において、以下の資産グループにおい

て減損損失を計上しております。 

 当社は校舎を単位としてグルーピングしておりま

す。清水町校については、一定の営業利益を確保し

ているものの、土地の地価が大幅に下落しておりま

す。このため、当資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(66,204

千円)として特別損失に計上しております。その内

訳は、土地62,066千円、建物4,069千円、構築物55

千円、工具、器具及び備品12千円であります。 

 なお、上記資産グループの回収可能価額は使用価

値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

4.3％で割り引いて算定しております。

―――――――

※５ 貸倒懸念債権に対し、貸倒引当金を計上しており

ます。

※３ 貸倒懸念債権に対し、貸倒引当金を計上しており

ます。

 

※６ 関係会社に対する事項

受取賃貸料 44,668千円
 

※４ 関係会社に対する事項

受取賃貸料 135,568千円

37

㈱秀英予備校(4678)　平成22年３月期決算短信



前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

自己株式に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

自己株式に関する事項 

 
  

  

 
(注) １株当たり当期純利益又は純損失の算定上の基礎 

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 0 0 ― 0

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 0 ― ― 0

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 2,052円22銭 2,072円47銭

１株当たり当期純利益又は 
当期純損失(△)

△32円67銭 30円24銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり当期純

損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △219,217 202,963

 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)

△219,217 202,963

 普通株式の期中平均株式数(千株) 6,709 6,709

(重要な後発事象)

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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