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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 23,991 13.7 623 △53.1 442 △67.3 40 △94.0

21年3月期 21,092 1.7 1,330 24.4 1,352 9.9 669 50.8

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 2.20 ― 1.0 2.4 2.6
21年3月期 36.58 ― 17.0 8.9 6.3

（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 20,443 3,804 18.6 208.41
21年3月期 17,091 4,062 23.7 222.45

（参考） 自己資本   22年3月期  3,800百万円 21年3月期  4,056百万円

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 347 △1,639 1,364 1,421
21年3月期 △2,868 △199 2,428 1,350

2.  配当の状況 

23年3月期配当（予想）には、30周年記念配当として年間3円（第2四半期末1.50円、期末1.50円）を含んでおります。 

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 ― 9.00 ― 8.00 17.00 309 46.5 7.9
22年3月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00 309 773.1 7.9

23年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 71.5

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

13,460 15.9 578 △33.7 576 △14.5 △16 ― △22.51

通期 26,700 11.3 1,502 140.9 1,500 239.1 510 ― 27.97
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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）  有  
新規 1社 （社名 株式会社早稲田経営出版）  除外 －社 （社名             ） 
（注）詳細は、28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】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） 

表示方法の変更につきましては32ページをご覧ください。 

(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、47ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 18,504,000株 21年3月期 18,504,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  269,142株 21年3月期  269,117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 23,181 13.2 734 △46.4 556 △61.0 113 △84.4

21年3月期 20,478 2.2 1,369 37.0 1,424 17.4 723 59.6

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 6.21 ―

21年3月期 39.56 ―

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 19,857 3,419 17.2 187.55
21年3月期 17,016 4,002 23.5 219.50

（参考） 自己資本 22年3月期  3,419百万円 21年3月期  4,002百万円

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 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、様々な要因によって、これらの業績予想
とは大きく異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記予想に関する事項は9ページをご参照ください。 

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

13,000 14.9 502 △52.5 503 △41.6 △55 ― △3.04

通期 25,800 11.3 1,367 86.1 1,370 146.3 440 288.4 24.13
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当社の行う資格取得支援事業は、受講申込者に全額受講料をお支払いいただき（現金ベースの売
上）、当社はこれを一旦、前受金として貸借対照表・負債の部に計上しておきます。その後、教育サ
ービス提供期間に対応して、前受金が月ごとに売上に振り替えられます（発生ベースの売上）。損益
計算書に計上される売上高は発生ベースの売上高ですが、当社は経営管理上、現金ベースの売上高の
増加を重視しております。 
  
 当社グループの当連結会計年度の業績は、低迷するわが国経済をよそに、公務員講座を中心に、簿
記検定、中小企業診断士、社会保険労務士及び米国公認会計士等の講座が収益を牽引するとともに、
平成21年９月１日付で株式会社ＫＳＳ（旧・株式会社早稲田経営出版（以下、Ｗセミナーとい
う。））から譲受けた資格取得支援事業及び出版事業の売上が上乗せされ、大幅に収益を拡大させま
した。 
 一方、Ｗセミナー事業はトータルでは営業赤字の状態であったため、当連結会計年度の喫緊の課題
としてこれを早期に建て直すための基礎を固める作業に注力してまいりました。具体的には、当社と
Ｗセミナーとで重複していた拠点８校を平成21年10月５日付で統合するとともに、神戸校（11月）・
福岡校（12月）・京都校（平成22年２月）を移転・統合させました。この後、次期には渋谷校（同５
月）の移転・統合を予定しております。 
 Ｗセミナーから譲受けた資格講座（司法試験・司法書士・弁理士・国家公務員Ⅰ種等）は現金ベー
スで18億３千１百万円、譲受けた出版事業を吸収分割により子会社とした株式会社早稲田経営出版は
連結相殺消去前で４億９千９百万円（連結相殺消去後は３億３千３百万円）の売上獲得に寄与してお
ります。 
 当連結会計年度は、大学生層の厳しい就職環境を受けて公務員受験マーケットが急拡大しており、
公務員（国家公務員Ⅱ種・地方上級）講座の現金ベース売上高は前年同期比72.2％増（Ｗセミナー分
を含む）となり、簿記検定講座を抜いて当社グループで公認会計士・税理士講座に次ぐ第３位の売上
高を誇る講座となりました。また、景気低迷が続くなか社会人のスキルアップ需要は根強く、簿記検
定講座の売上高は同4.2％増、中小企業診断士講座は同11.2％増、社会保険労務士講座は同16.7％
増、行政書士講座は同30.5％増（すべて現金ベース売上）となる等、好調に推移しました。一方、公
認会計士講座は合格者の未就職問題を受けて合格者数が絞られるとともに、試験制度改革の議論が進
んでいることもあって受験環境の不透明さが増したことによって、現金ベースで同7.8％減となりま
した。メディア別では、教室講座が同14.1％増、通信講座はダウンロード通信・Ｗｅｂ通信講座が伸
び、同7.7％増といずれも好調を維持しております。 
  
 前受金の状況については、前受金繰入額は76億３千１百万円（同13.5％増）と増勢が続いておりま
すが、前連結会計年度以来、高水準で積み上がっている前受金が戻り始めており、当連結会計年度で
の前受金戻入額は75億２千７百万円（同20.2％増）となりました。この結果、前受金調整額は１億４
百万円のマイナスとなりましたが、前年同期と比較すると前受金調整額が３億５千４百万円改善して
おり、発生ベースの売上高を押し上げております。こうしたことから、現金ベース売上高240億９千
６百万円（同11.8％、25億４千４百万円増）に対して、発生ベース売上高（連結損益計算書上の売上
高）は239億９千１百万円（同13.7％、28億９千９百万円増）となりました。 
  
 コストについては、売上原価が同18.3％増となりました。このうち講師料が同15.2％増、教材制作
のための外注費が同12.8％増、賃借料が同17.3％増となったほか、早稲田経営出版の在庫に対して、
当社グループの連結会計方針に基づき当連結会計年度から新たに返品廃棄損失引当金及び棚卸資産評
価損を一律に計上しており、この新規負担が合わせて１億５千１百万円生じております。販売費及び
一般管理費は同19.0％増となりました。ブランド統合に伴う費用を含む広告費を同6.1％増にとどめ
ましたが、Ｗセミナーとの事業統合に伴う一時費用（消耗品費・システム統合等のための業務委託費
等）のほか人件費が同18.2％増となりました。 
 なお、拠点の統合に伴い移転統合対象以外の拠点でも増床が多く、これらから受けるフリーレント
が多額にのぼるようになったため、賃借料の要支払額を賃借期間で按分して会計上の費用として計上
することといたしました。このため、当連結会計年度においては、実際にはフリーレント期間中にも
係わらず営業費用（売上原価・販売費及び一般管理費）として認識した額９千５百万円が営業利益を
押し下げました。 
 以上の結果、当連結会計年度の連結営業利益は６億２千３百万円（同53.1％減）となりました。  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当連結会計年度の概況

TAC(株) （4319） 平成22年3月期 決算短信

- 3 -

TAC
知の世紀を拓く



営業外収益は、受取利息・有価証券利息・受取配当金等３千３百万円を計上しましたが、円高傾向
の継続及びリーマン・ショック後の金融市場の動揺が収まらず、所有する外国債券の評価額が低下し
ており、営業外費用として投資有価証券運用損が１億７千８百万円計上されたこと及び借入金に対す
る支払利息３千３百万円等により、営業外費用が２億１千５百万円となり、連結経常利益は４億４千
２百万円（同67.3％減）となりました。また、Ｗセミナーとの事業統合に伴う拠点統合損失（Ｗセミ
ナー関連の固定資産除売却損・原状回復費・減損損失・賃貸借契約解約損）２億６千６百万円、固定
資産除売却損１千７百万円、原状回復費１千４百万円、減損損失１千６百万円等、特別損失として合
わせて３億１千７百万円を計上しました。 
なお、上記の特別損失の中には、拠点統合が相次ぎ重要性が増したため、移転の際に原状回復中の

家賃が重複する部分を賃貸借契約解約損として特別損失に計上した分が、拠点統合損失に含めたもの
も合わせて７千１百万円含まれております。 
 以上の結果、連結当期純利益は４千万円（同94.0％減）となりました。 
  
当社グループの四半期毎の業績については次のような特徴をもっております。当社が扱う主な資格

講座の本試験は、第２四半期（７月～９月）及び第３四半期（10月～12月）に集中しております。特
に公認会計士・税理士講座等の主力講座においては、第２・第３四半期は試験が終了した直後で、翌
年受験のために新たに申し込まれる時期にあたり、第４四半期（１月～３月）及び第１四半期（４月
～６月）は全コースが出揃う時期にあたります。そこで第２・第３四半期は、現金売上及び売掛金売
上は多いものの受講期間に応じて前受金に振り替えられ、一方経費は毎月一定額計上されますので売
上総利益率は減少する傾向となります。これに対して第４・第１四半期はこれらの前受金が各月に売
上高に振り替えられる期になるため売上総利益率は増加する傾向となります。 
 当社グループの前四半期毎及び当四半期毎の業績推移は次のとおりであります。 
  

 
  

 
(注) 1. 売上高欄の構成比は、年間売上高比率であります。 

2. 売上高以外の欄の構成比は、それぞれ売上高利益率であります。 

  

前第１四半期

(平成20年４月～６月)

前第２四半期

(平成20年７月～９月)

前第３四半期

(平成20年10月～12月)

前第４四半期

(平成21年１月～３月)

合計

(平成21年３月期)

構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

前受金調整前売上高 4,235 111.3 7,156 97.7 5,294 110.9 4,864 102.6 21,551 104.4

前受金調整額 1,598 81.0 △2,145 91.1 △405 2805.4 494 99.7 △459
△

464.6

前受金調整後売上高 5,834 27.7 101.0 5,010 23.7 100.8 4,888 23.2 102.7 5,358 25.4 102.3 21,092 100.0 101.7

売上総利益 2,773 47.5 104.0 2,020 40.3 103.2 1,666 34.1 93.8 2,130 39.8 132.3 8,591 40.7 107.2

営業利益 973 16.7 98.4 191 3.8 78.5 △185 △3.8 2337.8 351 6.6 － 1,330 6.3 124.4

経常利益 1,061 18.2 98.5 171 3.4 36.1 △260 △5.3 － 380 7.1 － 1,352 6.4 109.9

当期(四半期)純利益 600 10.3 97.0 112 2.2 40.9 △189 △3.9 695.8 145 2.7 － 669 3.2 150.8

１株当たり当期 

(四半期)純利益

円

32.50

円

6.16

円

△10.39

円

8.00

円

36.58

当第１四半期

(平成21年４月～６月)

当第２四半期

(平成21年７月～９月)

当第３四半期

(平成21年10月～12月)

当第４四半期

(平成22年１月～３月)

合計

(平成22年３月期)

構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

前受金調整前売上高 4,800 113.3 7,494 104.8 6,056 114.4 5,745 118.1 24,096 111.8

前受金調整額 1,139 71.3 △1,825 85.1 △78 19.3 659 133.6 △104 22.7

前受金調整後売上高 5,940 24.8 101.8 5,668 23.6 113.2 5,977 24.9 122.3 6,405 26.7 119.5 23,991 100.0 113.7

売上総利益 2,783 46.9 100.3 2,088 36.9 103.4 2,002 33.5 120.1 2,388 37.3 112.1 9,263 38.6 107.8

営業利益 913 15.4 93.9 △41 △0.7
△

21.9
△366 △6.1 197.5 118 1.8 33.6 623 2.6 46.9

経常利益 772 13.0 72.8 △97 △1.7
△

57.1
△395 △6.6 151.9 163 2.6 42.9 442 1.8 32.7

当期(四半期)純利益 427 7.2 71.2 △60 △1.1
△

54.1
△258 △4.3 136.2 △68 -1.1 -46.9 40 0.2 6.0

１株当たり当期 

(四半期)純利益

円

23.44

円

△3.34

円

△14.16

円

△3.75

円

2.20
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当連結会計年度における当社グループの事業の種類別セグメントの業績及び概況は、次のとおりであ

ります。 

 
(注) 1. 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

2. 上記金額にはセグメント間の内部売上高を含めて記載しております。 

  

個人教育事業 

Ｗセミナー事業統合・公務員講座好調で売上が大幅増加だが、拠点統合費用を負担し減益 

個人教育事業は、景気低迷による資格ニーズの増大及びＷセミナーの事業統合の影響が大きく出てお
ります。個人受講者は167,730人（前連結会計年度比24.5％増）となりました。公務員（国家Ⅱ種・地
方上級）講座はＷセミナー分も含めて受講者数が同94.4％増、現金ベース売上高は同72.2％増と大きく
増加しました。その他の売上高は、中小企業診断士講座が同11.2％増、社会保険労務士講座が同16.7％
増、簿記検定講座が同4.2％増など、好調な講座が多くなっております。一方、公認会計士講座は未就
職者問題が尾を引き、同7.8％減と振るいませんでした。以上の結果、個人教育事業の売上高は168億６
千１百万円（同15.8％増）となりました。一方、当連結会計年度において拠点統合を進めてまいりまし
たが、拠点関係のコストはほとんどが個人教育事業に帰属するため負担が重く、売上原価が同16.5％
増、販売費及び一般管理費が同27.5％増と利益を圧迫し、営業利益は４億６千７百万円（同47.4％減）
となりました。 

 
  

 
(注) 1. 売上高欄の構成比は、年間売上高比率であります。 

2. 営業費用及び営業利益の各欄における構成比は、各売上高比率であります。 

3. 営業費用及び営業利益の各欄の数値は、配賦不能営業費用を含めず算出しております。 

  

法人研修事業 

企業研修が低迷するも大学内セミナー等が好調。営業利益率30％超、増収増益をキープ 

景気低迷が続いておりますが、法人研修事業は幅広い事業ポートフォリオを有しており、当連結会
計年度の売上高は前連結会計年度比6.4％増、営業利益率30.3％と健闘しております。FP研修は同
1.7％増となりましたが、情報処理研修が同22.2％減、ビジネススクール研修が同11.7％減等、企業
研修全体では同3.6％減となりました。一方、専門学校向けコンテンツ提供が同28.6％増、提携校事
業が同10.7％増、Ｗセミナーにおいても強みを有していた大学内セミナー事業が同57.6％増、景気対
策等のための自治体からの委託訓練が同79.4％増等、企業研修だけではない販売ルートの強みが落ち
込みを防いでおります。なお、税務申告ソフト「魔法陣」事業は減速が続いており、同20.3％減とな
りました。これらの結果、法人研修事業の売上高は45億３千１百万円（同6.4％増）、営業利益は13
億７千４百万円（同3.3％増）となり、増収増益をキープしております。 

② 事業の種類別セグメントの業績推移

事業の種類別 
セグメントの名称

前連結会計年度 当連結会計年度

構成比 前年同期比 構成比 前年同期比
百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

個人教育事業 14,557 69.0 101.3 16,861 70.2 115.8

法人研修事業 4,259 20.2 106.0 4,531 18.9 106.4

出版・その他の事業 2,292 10.8 96.8 2,621 10.9 114.4

合  計 21,109 100.0 101.7 24,014 100.0 113.8

前第１四半期

(平成20年４～６月)

前第２四半期

(平成20年７～９月)

前第３四半期

(平成20年10～12月)

前第４四半期

(平成21年１～３月)

合計

(平成21年３月期)

構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売上高 4,280 29.4 100.5 3,420 23.5 101.6 3,150 21.6 100.2 3,706 25.5 102.9 14,557 100.0 101.3

営業費用 3,459 80.8 103.9 3,435 100.4 100.6 3,394 107.8 103.2 3,378 91.2 98.0 13,668 93.9 101.4

営業利益 820 19.2 88.1 △15 △0.4 29.9 △244 △7.8 170.7 327 8.8 213.5 888 6.1 99.7

当第１四半期

(平成21年４～６月)

当第２四半期

(平成21年７～９月)

当第３四半期

(平成21年10～12月)

当第４四半期

(平成22年１～３月)

合計

(平成22年３月期)

構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売上高 4,397 26.1 102.7 3,965 23.5 115.9 3,987 23.6 126.6 4,510 26.8 121.7 16,861 100.0 115.8

営業費用 3,578 81.4 103.4 4,036 101.8 117.5 4,371 109.6 128.8 4,407 97.7 130.5 16,393 97.2 119.9

営業利益 819 18.6 99.9 △70 △1.8 469.5 △384 △9.6 157.4 102 2.3 31.4 467 2.8 52.6
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(注) 1. 売上高欄の構成比は、年間売上高比率であります。 

2. 営業費用及び営業利益の各欄における構成比は、各売上高比率であります。 

3. 営業費用及び営業利益の各欄の数値は、配賦不能営業費用を含めず算出しております。 

  

出版・その他の事業 

出版事業は在庫評価損・引当金設定により減益だが、来期は改善へ。人材子会社ＴＰＢは派遣・紹
介環境悪化が長引く 
出版事業におきましては、Ｗセミナーからの事業譲受け後、吸収分割により株式会社早稲田経営出

版を設立し、新規に連結子会社としております。当社グループの出版事業は、当社の「ＴＡＣ出版」
ブランドと早稲田経営出版の「Ｗセミナー」ブランド（以下、Ｗ出版という。）の２本立てで進めて
おり、当連結会計年度においてＷ出版売上が４億９千９百万円（７カ月分の連結修正前。連結修正後
は３億３千３百万円）上乗せされております。一方、営業費用のなかにはＷ出版物に係る評価損の計
上及び返品廃棄損失引当金の設定に伴う費用が１億５千１百万円含まれており、一時的に出版事業の
利益を押し下げております。なお、Ｗ出版事業との統合時に販売不能な古い書籍等は承継しておら
ず、これらの評価損及び引当金は、ＴＡＣ出版と同等の基準により一律に計上したことによるもので
あります。上記評価損等は来期以降は、評価損等の新規計上と戻入れとの差分が損益に影響してくる
ため、この初年度負担分は来期は軽くなるものと予想されます。 
 人材事業は事業環境の悪化が長引いており、税理士試験合格発表後の会計事務所向け派遣・紹介も
盛り上がらず、確定申告から期末決算にかけての需要は減退したままでした。人材子会社株式会社Ｔ
ＡＣプロフェッションバンク（以下、TPBという。）の売上高は前年同期比20.3％減と低迷している
ため、さらに一段のコスト削減のためTPBの本社を八重洲から水道橋へ移転しました。これらの結
果、出版・その他の事業の売上高は26億２千１百万円（同14.4％増）、営業利益は１億４千７百万円
（同54.8％減）となりました。  

 
  

 
(注) 1. 売上高欄の構成比は、年間売上高比率であります。 

2. 営業費用及び営業利益の各欄における構成比は、各売上高比率であります。 

3. 営業費用及び営業利益の各欄の数値は、配賦不能営業費用を含めず算出しております。 

  

前第１四半期

(平成20年４～６月)

前第２四半期

(平成20年７～９月)

前第３四半期

(平成20年10～12月)

前第４四半期

(平成21年１～３月)

合計

(平成21年３月期)

構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売上高 1,202 28.2 110.2 1,157 27.2 106.3 1,035 24.3 105.0 863 20.3 101.4 4,259 100.0 106.0

営業費用 829 69.0 111.7 723 62.5 105.2 754 72.9 109.3 621 71.9 91.9 2,929 68.8 104.7

営業利益 372 31.0 107.0 433 37.5 108.1 280 27.1 94.8 242 28.1 137.6 1,329 31.2 108.8

当第１四半期

(平成21年４～６月)

当第２四半期

(平成21年７～９月)

当第３四半期

(平成21年10～12月)

当第４四半期

(平成22年１～３月)

合計

(平成22年３月期)

構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売上高 1,164 25.7 96.9 1,162 25.6 100.4 1,157 25.5 111.7 1,047 23.1 121.3 4,531 100.0 106.4

営業費用 794 68.2 95.8 775 66.8 107.3 806 69.7 106.8 780 74.5 125.6 3,157 69.7 107.8

営業利益 369 31.8 99.2 386 33.2 89.0 351 30.3 124.9 267 25.5 110.2 1,374 30.3 103.3

前第１四半期

(平成20年４～６月)

前第２四半期

(平成20年７～９月)

前第３四半期

(平成20年10～12月)

前第４四半期

(平成21年１～３月)

合計

(平成21年３月期)

構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売上高 354 15.5 82.4 440 19.2 85.3 706 30.8 111.4 791 34.5 100.5 2,292 100.0 96.8

営業費用 287 81.1 66.3 377 85.9 110.3 642 91.0 130.4 657 83.1 68.1 1,966 85.8 88.0

営業利益 66 18.9 ― 62 14.1 35.8 63 9.0 44.9 133 16.9 － 326 14.2 245.6

当第１四半期

(平成21年４～６月)

当第２四半期

(平成21年７～９月)

当第３四半期

(平成21年10～12月)

当第４四半期

(平成22年１～３月)

合計

(平成22年３月期)

構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売上高 382 14.6 107.9 545 20.8 123.9 842 32.1 119.3 851 32.5 107.5 2,621 100.0 114.4

営業費用 342 89.6 119.2 561 102.9 148.5 815 96.8 126.8 755 88.7 114.8 2,474 94.4 125.9

営業利益 39 10.4 59.4 △15 △2.9 － 27 3.2 42.9 96 11.3 71.9 147 5.6 45.2
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当社グループの各事業分野の業績及び概況は、次のとおりであります。 

 
  

 
(注) 1. 各四半期の年間比は各分野の年間売上高比率であります。 

2. 期末の構成比は年間売上高比率であります。 

3. 第２四半期連結会計期間中に行なったＷセミナーの資格取得支援事業及び出版事業の事業譲受けに伴い、従

来、「法律・労務分野」としていた区分を「法律分野」と「公務員・労務分野」とに細分するよう変更いた

しました。これに伴い、公表済みの第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度の分野別売上高を新しい区

分で表示しております。 

  

財務・会計分野 

2009年公認会計士試験は出願者20,443名（旧第２次試験合格者を除く）と昨年（19,736名）に引き
続き過去 高を更新しました。一方、監査法人が合格者の採用を引き締めたことにより未就職者が増
加したことが諸方面で問題視されたこと及び2009年12月以降、短答式試験が年２回化されることを見
越し、論文式試験合格者は1,916名（2008年は3,024名）と減少しております。こうした影響を受け
て、公認会計士講座は再受験者向けの上級コースは比較的好調に推移しておりますが、新規学習者向
けの入門コースが減少し、当連結会計年度の現金ベース売上高は前年同期比7.8％減となりました。
試験制度改革については、金融庁の懇談会で2010年夏にも一定の方向性を出すことを前提に議論が進
められております。簿記検定講座は、景気低迷の長期化により社会人がスキルアップのために学習を
始めるケースが多く、売上高は同4.2％増と堅調に伸びております。これは、日商簿記検定試験の
2009年本試験受験申込者が696,977名（前年631,259名、10.4％増）と市場が拡大していることと歩調
を合わせているといえます。以上の結果、当分野の売上高（発生ベース）は同1.6％増となりまし
た。 

経営・税務分野 

税理士講座については、本試験問題も平年並みの難易度で受講申込者の状況も波乱はなく、緩やか
に市場が減少しており、現金ベース売上高は同0.７％減となりました。これに対して、景気低迷下で
社会人が比較的チャレンジしやすい中小企業診断士に集まっており、同講座の売上高は同11.2％増と
なりました。以上の結果、当分野の売上高（発生ベース）は同1.1％増となりました。 

金融・不動産分野 

リーマン・ショック後も金融・不動産市場の戻りは鈍く、不動産系資格及び金融系資格は厳しい状
況が続いております。宅建主任者講座の現金ベース売上高は同10.2％減、証券アナリスト講座は同
20.5％減、ビジネススクール講座は同14.9％減と低迷しました。一方、ＦＰ講座は八重洲校という立
地を有効に活用し、丸の内朝大学と提携したプログラムを提供して好評ですが、上期の落ち込みが響
き現金ベースの年間売上高は同1.4％減となりました。以上の結果、当分野の売上高（発生ベース）

③ 近における四半期毎の事業分野別の売上高概況

事業分野

前第１四半期

(平成20年４～６月)

前第２四半期

(平成20年７～９月)

前第３四半期

(平成20年10～12月)

前第４四半期

(平成21年１～３月)

合計

(平成21年３月期)

年間比 前年比 年間比 前年比 年間比 前年比 年間比 前年比 構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

財務・会計分野 1,776 26.9 95.6 1,458 22.1 95.7 1,622 24.6 105.3 1,743 26.4 107.6 6,599 31.3 100.9

経営・税務分野 1,639 31.0 99.8 1,112 21.0 96.7 1,091 20.6 93.5 1,446 27.3 96.3 5,289 25.1 96.8

金融・不動産分野 741 27.4 106.2 785 29.0 108.0 639 23.6 98.7 541 20.0 100.5 2,707 12.8 103.7

法律分野 102 22.1 － 122 26.5 － 124 26.9 － 113 24.5 － 463 2.2 －

公務員・労務分野 694 27.5 － 572 22.7 － 561 22.3 － 694 27.5 － 2,522 12.0 －

情報・国際分野 478 24.6 115.5 544 28.0 116.6 428 22.0 119.9 492 25.4 109.0 1,943 9.2 115.0

その他 401 25.6 103.5 415 26.5 99.6 421 26.9 101.7 327 20.9 90.6 1,566 7.4 99.1

合計 5,834 27.7 101.0 5,010 23.8 100.9 4,888 23.2 102.7 5,358 25.4 102.3 21,092 100.0 101.7

事業分野

当第１四半期

(平成21年４～６月)

当第２四半期

(平成21年７～９月)

当第３四半期

(平成21年10～12月)

当第４四半期

(平成22年１～３月)

合計

(平成22年３月期)

年間比 前年比 年間比 前年比 年間比 前年比 年間比 前年比 構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

財務・会計分野 1,836 27.4 103.4 1,617 24.1 110.9 1,659 24.7 102.3 1,593 23.8 91.4 6,707 28.0 101.6

経営・税務分野 1,626 30.4 99.2 1,142 21.4 102.7 1,121 21.0 102.8 1,454 27.2 100.6 5,345 22.3 101.1

金融・不動産分野 635 25.3 85.6 769 30.7 98.0 572 22.8 89.6 531 21.2 98.2 2,508 10.4 92.7

法律分野 131 8.6 128.4 212 13.9 172.5 580 37.9 465.4 605 39.6 533.7 1,529 6.4 329.9

公務員・労務分野 856 23.0 123.3 846 22.7 148.0 918 24.6 163.7 1,106 29.7 159.4 3,728 15.5 147.8

情報・国際分野 568 29.2 118.9 523 26.9 96.2 407 21.0 95.3 444 22.9 90.3 1,944 8.1 100.1

その他 285 12.8 71.0 557 25.0 133.9 718 32.2 170.2 668 30.0 204.1 2,228 9.3 142.2

合計 5,940 24.8 101.8 5,673 23.6 113.2 5,977 24.9 122.3 6,405 26.7 119.5 23,991 100.0 113.7
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は同7.3％減となりました。 

法律分野 

Ｗセミナーからの事業譲受けにより、司法試験講座・司法書士講座・弁理士講座が新たに追加さ
れ、行政書士講座はＴＡＣ講座及びＷセミナー講座双方の売上が算入されております。また、従来
「法律・労務分野」に区分していた公務員講座及び社会保険労務士講座は、新たに「公務員・労務分
野」として区分しております。 
 法律分野の現金ベース（前受金調整前）の売上高は新たに追加された上記３大セミナーが牽引し、
売上を14億８千９百万円押し上げました。また、行政書士講座は、法律系資格の入り口として人気が
出ており、同30.5％増と大きく伸びました。一昨年にスタートした通関士講座や、ビジネス実務法務
検定、知財検定等も堅調に伸びております。以上の結果、当分野の売上高（発生ベース）は約3.3倍
に拡大しました。 

公務員・労務分野 

当連結会計年度は、公務員講座が期初から継続して好調でした。当社で開講していた国家Ⅱ種・地
方上級試験向けコースに加えて、Ｗセミナーが強みを有していた国家Ⅰ種・外務専門職講座、マスコ
ミ・就職対策講座を承継することによって、公務員講座についてはフルラインアップで開講できる体
制が整ったことが強みになっております。折から、企業が採用を絞っているため大学生の公務員志望
が強まっているため、多様なコースを有する当社の公務員講座を選択する大学生層が拡大しておりま
す。当連結会計年度の国Ⅱ・地方上級講座の現金ベース売上高は同72.2％増となりました。不況時に
伸びる社会保険労務士講座も現金ベースで同16.7％増となり、大きく成長しております。以上の結
果、当分野の売上高（発生ベース）は同47.8％増となりました。 

情報・国際分野 

情報処理講座は2009年春から新規に開始されたＩＴパスポート試験対策コース等が好調でしたが、
企業研修を中心に全体に落ち込み、現金ベース売上高は同10.3％減となりました。米国IT資格である
CompTIA講座は同5.6％の増収となりました。 
 米国公認会計士講座は、米国メイン州での受験要件緩和により４年制大学卒業の学位のみで受験で
きるようになったこと及びＩＦＲＳなど国際会計基準への関心が高まっている流れを受けてこれまで
伸びておりましたが、当連結会計年度はやや落ち着き現金ベース売上高は同2.0％増となりました。
ＣＩＡ（公認内部監査人）講座は、内部統制実務についている顧客層の申込みに一巡感から現金ベー
ス売上高は同14.3％減となりました。以上の結果、当分野の売上高（発生ベース）は同0.1％増とな
りました。  

その他 

100％子会社の(株）ＴＡＣプロフェッションバンク（TPB）が行う人材ビジネスについては、企業
の正規雇用を守る動きの中で人材派遣及び人材紹介が伸びず、売上高（連結修正前）は同20.3％減と
なりました。税務申告ソフト「魔法陣」の売上も同20.3％減と低迷しました。一方、Ｗセミナーとの
事業統合による前受金戻入額が９億円弱計上された結果、当分野の売上高（発生ベース）は同42.2％
増となりました。 
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当連結会計年度においては、公務員（国家Ⅱ種・地方上級）講座の受講者数が前年同期比75.2％
増、行政書士同65.9％増、簿記検定同11.1％増、公認会計士同12.6％増、社会保険労務士同11.8％増
など、各講座が大幅に伸びるとともに、Ｗセミナーからの事業譲受けに伴い、Ｗセミナー系講座（司
法試験、司法書士、弁理士、国Ⅰ・外専、マスコミ・就職対策）の受講者数は事業統合後の申込分を
含め13,143名となりました。個人受講者数は167,730人（同33,047人増、124.5％）となりました。一
方、法人受講者は、通信受講型研修が同7.7％減となりましたが、Ｗセミナーが強みを有していた大
学内セミナーで同17.3％増、自治体の雇用対策のための委託訓練が同83.7％増と好調であり、52,593
人（同990人増、101.9％）となりました。全体としては220,323人（同34,037人増、118.3％）とな
り、Ｗセミナーとの事業統合及び景気悪化を追い風として受講者数が大きく増加しております。 
  

 
  

  

当連結会計年度にＷセミナー事業を譲受け、まず着手したのは、拠点統合によってＴＡＣ・Ｗセミナ

ー両事業の固定費を削減するとともに、受講者の利便性を高めることでありました。そのため当連結会

計年度に266百万円の拠点統合損失を計上いたしましたが、次期におきましては積み残した拠点統合を

いま一歩推進する必要があります。具体的には、都内屈指の大型拠点である渋谷校の移転統合を予定し

ており、上期に原状回復費等130百万円の特別損失を見込んでおります。 

 また、当連結会計年度に新規負担となったフリーレントに関する会計処理については、次期は約340

百万円の負担増となる見込みですが、次々期以降は逆に実際支払額よりも賃借料負担が徐々に軽くなっ

ていき、 長6年でこの影響がなくなるものと見込んでおります。 

 なお、次期から資産除去債務に関する会計基準が適用となりますが、期初に適用初年度に係る特別損

失として470百万円の負担を見込んでおります。また、資産除去債務に関して、営業費用に含まれる減

価償却費の増加額は70百万円弱になるものと予想しております。 

 こうした費用負担の増加をはねかえすべく、次期においては収益のより一層の向上が不可欠でありま

す。当連結会計年度にＷセミナー事業が寄与したのは７ヶ月分でしたが、次期においてはフルに寄与し

てまいります。とくに早稲田経営出版に承継したＷセミナー関連書籍のブランド力はまだ健在であり、

期待以上の利益獲得に貢献しております。次期は、返品廃棄損失引当金および棚卸資産簿価切下額の新

規負担がなくなるため、早稲田経営出版が連結業績に寄与してくるものと想定しております。また、Ｗ

セミナー系講座（司法試験、司法書士、国家Ⅰ種・外務専門職、弁理士等）のなかで、弁理士がスター

トダッシュにつまづき、司法試験と国家Ⅰ種も出足がやや鈍いと思われるため、次期の課題としてはこ

④ 受講者数の推移

個人受講者数 法人受講者数 合計
前連結会計年度

比増減
年間伸び率

人 人 人 人 ％
平成13年３月期 93,651 28,747 122,398 ＋17,804 117.0

平成14年３月期 105,217 36,542 141,759 ＋19,361 115.8

平成15年３月期 114,244 33,433 147,677 ＋ 5,918 104.2

平成16年３月期 123,909 39,550 163,459 ＋15,782 110.7

平成17年３月期 120,962 42,507 163,469 ＋  10 100.0

平成18年３月期 135,205 45,598 180,803 ＋17,334 110.6

平成19年３月期 132,755 47,780 180,535 △  268 99.9

平成20年３月期 131,513 50,879 182,392 ＋ 1,857 101.0

平成21年３月期 134,683 51,603 186,286 ＋ 3,894 102.1

平成22年３月期 167,730 52,593 220,323 ＋34,037 118.3

10年間累計 

(個人法人比率)

1,259,869
(74.6％)

429,232
(25.4％)

1,689,101
(100.0％)

―
―

―
―

⑤ 次期の見通し
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れら講座の収益力の強化を図っていくことであります。国家Ⅱ種・地方上級向け公務員講座が売上を

牽引している間に、Ｗセミナー講座のテコ入れ及び公認会計士講座の売上回復を図ってまいります。 

 また、次期は当連結会計年度に計上したＷセミナー事業統合関連の一時費用がなくなるため、営業利

益の底上げを見込んでおります。 

 以上より、次期における連結業績は、売上高26,700（当連結会計年度比11.3％増）、営業利益1,502

百万円（同140.9％増）、経常利益1,500百万円（同239.1％増）、当期純利益510百万円（当連結会計年

度は40百万円）を見込んでおります。 

 なお、次々期（2012年3月期）におきましては、フリーレントに伴う未払賃借料として当連結会計年

度95百万円、次期340百万円と積み上がったものが徐々に取り崩されて損益にプラスに働くこと及び資

産除去債務に伴う減価償却費負担が年10百万円程度軽くなっていくと見込んでおります。  
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当連結会計年度末の財政状態は、純資産（少数株主持分を除く）が38億円（前年同期比２億５千６百
万円減）、総資産が204億４千３百万円（同33億５千１百万円増）となりました。Ｗセミナー事業の統
合により売掛金・商製品・有形固定資産・無形固定資産・差入保証金及び前受金等が増加するととも
に、既存講座も好調であるため前受金保全信託受益権も増加しております。また、競合他社との競争政
策上、慶應大学が立地する日吉に土地を取得して日吉校校舎を建設いたしました。連結上、増加した主
なものは、売掛金が同４億３千９百万円、棚卸資産が同２億５千７百万円、受講料保全信託受益権が同
４億１千７百万円、有形固定資産が８億６千３百万円、のれんが同３億１千８百万円、差入保証金が同
11億６千４百万円、短期借入金が同20億７千５百万円、前受金が同15億１千２百万円等であります。減
少した主なものは、投資有価証券が同４億９千８百万円、長期性預金が同１億円、未払法人税等が同２
億５千５百万円、長期借入金が同４億円等であります。 
  

 
  

 
  

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
７千１百万円増加し、14億２千１百万円となりました。 
 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。 
 営業活動におけるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比32億１千６百万円増加し、３億４千７百
万円の収入となりました。増減要因の主なものは、前年に新規設定した受講料保全信託受益権の増減額
が同37億１千５百万円の減少、税金等調整前当期純利益の減少が同11億９千５百万円、前受金の増減額
が同４億４千万円の減少、売上債権の増減額が２億１千１百万円減少、棚卸資産の増減額が同２億１千
４百万円の減少等であります。 
 投資活動におけるキャッシュ・フローは、同14億３千９百万円減少し、16億３千９百万円の支出とな
りました。増減要因の主なものは、差入保証金の差入による支出が同10億９千２百万円の増加、有形固
定資産の取得による支出が同７億７千６百万円の増加、投資有価証券の売却及び償還による収入が２億
６百万円の増加等であります。 
 財務活動におけるキャッシュ・フローは、同10億６千４百万円減少し、13億６千４百万円の収入とな
りました。増減要因の主なものは、短期借入金の純増減額が同９億２千５百万円の増加、長期借入れに
よる収入の減少が同20億円、自己株式の取得による支出の減少が同１億円等であります。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

(2) 財政状態に関する分析

①財政状態

前第１四半期

(平成20年６月末)

前第２四半期

(平成20年９月末)

前第３四半期

(平成20年12月末)

前第４四半期

(平成21年３月末)

構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

総資産 14,059 100.0 102.0 17,808 100.0 110.1 17,231 100.0 120.6 17,091 100.0 127.7

前受金 5,526 39.3 105.4 7,782 43.7 100.9 8,195 47.6 106.2 7,676 44.9 106.8

自己資本 4,223 30.0 101.7 4,274 24.0 96.6 3,889 22.6 91.6 4,056 23.7 106.5

１株当たり純資産
円 円 円 円

229.75 234.41 213.33 222.45

当第１四半期

(平成21年６月末)

当第２四半期

(平成21年９月末)

当第３四半期

(平成21年12月末)

当第４四半期

(平成22年３月末)

構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

総資産 18,128 100.0 128.9 21,265 100.0 119.4 20,938 100.0 121.5 20,443 100.0 119.6

前受金 6,506 35.9 117.7 9,890 46.5 127.1 9,928 47.4 121.1 9,189 44.9 119.7

自己資本 4,342 24.0 102.8 4,283 20.1 100.2 3,869 18.5 99.5 3,800 18.6 93.7

１株当たり純資産
円 円 円 円

238.16 234.88 212.19 208.41

② キャッシュ・フローの状況

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 28.5％ 23.7％ 18.6％

時価ベースの自己資本比率 50.2％ 45.7％ 32.7％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.0年 △1.0年 13.0年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

109.0 106.3 10.2
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自己資本：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／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 

（注１）各指数は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

（注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。 

  

 ＴＡＣの利益還元方針＝配当性向30％（連結）を下限に積極的な株主還元を図ってまいります 

会社を取り巻くさまざまなステークホルダーのうち、当社は株主と顧客を重視しております。したが

って、当社の利益配分は、株主に対する利益還元と顧客に支持される事業投資のための内部留保とのバ

ランスを考慮しつつ、配当性向30％（連結ベース）を下限とし、適宜自己株式の取得を組み合わせて実

施するという利益還元を方針としております。 

当連結会計年度は、前連結会計年度から引き続き不況期における資格ニーズの高まりに後押しされて

好調に売上高を伸ばしましたが、Ｗセミナーとの統合に伴う一時費用がかさみ、営業減益となりまし

た。また、特別損失として拠点統合損失を２億６千６百万円計上する等、当期純利益も大幅減益となり

ました。しかしながら、これらは一時的な要因であり、次期以降の業績回復をご期待されている株主の

皆さまのご支援に応えるべく、当連結会計年度の期末配当は当初予想通り１株当たり8.5円としたいと

考えております。 

次期の配当については、当連結会計年度の実績17円を下限とし、次期に当社の設立30周年を迎えるこ

とから「30周年記念配当３円」を加えた１株当たり20円として積極的な株主還元を図るとともに、資本

効率を意識した経営を実践してまいります。 

  

 
  

当社グループに関する事業等のリスクは、以下のとおりです。なお、文中に関する事項は、当連結会

計年度末（平成22年３月31日）現在において当社グループが判断したものであります。 

教育訓練給付制度は、労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を

図ることを目的とした雇用保険の給付制度であり、厚生労働省が主管しております。一定条件を満た

す雇用保険の一般被保険者等がいったん全額受講料を支払い、講座修了後、出席率等一定条件を満た

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

平成23年
３月期(予)

１株当たり中間配当金 ５円 ５円 ８円 ９円 8.5円 10円

１株当たり期末配当金 ５円 ７円 ８円 ８円 8.5円 10円

合計(１株当たり年間配当金) 10円 12円 16円 17円 17円 20円

１株当たり当期純利益 13.50円 40.11円 23.98円 36.58円 2.20円 27.97円

配当性向（連結ベース） 74.1％ 29.9％ 66.7％ 46.5％ 773.1％ 71.5％

(4) 事業等のリスク

① 教育訓練給付制度の動向
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している場合に、入会金・受講料の一定割合に相当する額が雇用保険からハローワーク（公共職業

安定所）を通じて支給されるものです。 

 給付基準は数年に一度変更されることがあり、現在は被保険者期間が３年以上（初回利用に限り１

年以上）の方は一律20％、10万円が限度とされています。給付基準の変更により、講座申込みに駆け

込み需要が生じることがあり、その後反動減が発生する等、短期的に業績が影響を受けますが、その

影響額を想定することは非常に困難であります。 

 また、景気悪化に伴い、教育訓練給付制度の指定講座の削減傾向に歯止めがかかっていますが、中

長期的にはいずれの方向に向かうのかによって、当社の業績に影響を与えることが予想されます。 

当社の行う資格取得支援事業は、受講申込者に全額受講料をお支払いいただき（現金ベースの売

上）、当社はこれをいったん前受金として貸借対照表・負債の部に計上しておきます。その後、教育

サービス提供期間に対応して、前受金を月ごとに売上に振り替えられます（発生ベースの売上）。一

般的に、現金ベースの売上が拡大していく局面では前受金残高が増大していき、当該会計期間以降、

前受金戻入が多額になることによって発生ベースの売上を押し上げる効果が強まりますが、現金ベー

スの売上が減少していく局面では前受金残高が減少していき、当該会計期間以降、前受金戻入が少な

くなることによって発生ベースの売上を押し上げる効果が弱まる傾向があります。さらに、現金ベー

スの売上が減少局面から増加局面に変わる期においては、発生ベースの売上に対する減少効果が増幅

される場合があり、発生ベースで計算される当社の業績に影響を与えることになります。  

2007年中に特定商取引法の規制を受ける大手英会話スクールが破綻する事件があったほか、解約・

返金に関する訴訟で 高裁の判決が出ております。当社の属する資格取得スクール業界は、パソコン

スクールなど一部の講座を除き、直接、特定商取引法で定められた特定継続的役務提供の規制を受け

るわけではありません。 

 一方、消費者契約法については広い範囲の事業者が対象となっており、消費者庁が創設され消費者

保護政策が強化される傾向にあります。当社としても、合理的な理由がある場合にはご相談のうえ解

約・返金等に応じているほか、受講者に安心して受講いただけるよう2008年８月末を基準に前受金保

全信託制度を導入しております。本制度においては、毎月末に未経過の受講期間に対応する前受金残

高の50％相当額を翌月に信託するしくみとしており、当社に万が一事業を継続できなくなる事態が生

じた場合には、信託財産が受益者代理人を通じて各受講者に返還されます。ただし、受講者にお支払

いいただいた前受金の残り50％について、他の債権者との関係から受講者に返還できない場合があり

ます。 

 今後の法令改正等、消費者行政の動向等によっては、当社のビジネス・モデルに大きな影響を与え

る可能性があります。  

2005年４月に「個人情報の保護に関する法律」が全面施行され、当社グループの個人顧客のみなら

ず、法人顧客の関心も極めて高いため、当社グループとしてコンプライアンス体制の維持の観点から

積極的に対応してまいりました。その結果、当社及び子会社の株式会社ＴＡＣプロフェッションバン

クともに、財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）よりプライバシーマークを取得いたしました。

今後も引き続き、個人情報管理責任者のもと、情報流出等を防止する厳重なセキュリティ対策を維持

するとともに、従業員への教育を継続することによって、個人情報の保護に努めてまいります。万

② 前受金について

③ 特定商取引法・消費者契約法と行政の動向

④ 個人情報保護法への対応
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一、流出事故が発生した場合は、当社グループへの社会的信用を失うこととなり、業績へ深刻な影

響を及ぼす可能性があります。  

余資運用のため、複合金融商品に該当する外貨建債券を2010年３月末現在、約8億円保有しており

ます。この種の金融商品は「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号、平成20年３月10日

改正）に基づき時価評価され、得られる利息とともに時価の変動額ならびに為替差損益が営業外損益

として計上されることになります。従って、為替相場の変動によっては、営業外損益に多額の投資有

価証券運用損益が計上されることにより、経常利益が大きく変動する可能性があります。 

  

該当事項はありません。  

  

⑤ 為替相場の変動の影響

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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(1) 当社グループの事業内容 

当社グループは、当社（ＴＡＣ株式会社）及び子会社３社（(株)ＴＡＣプロフェッションバンク（Ｔ

ＰＢ）、(株)日本アンダーライター・アカデミー（ＬＵＡＣ）及び(株)早稲田経営出版（Ｗ出版））よ

り構成されております。 

 当社は、「プロフェッションの養成」を基本理念として社会人、大学生を対象に資格教育、実務教育

を核とした人材育成事業を展開しております。ＴＰＢは当社グループの「出版・その他の事業」の中の

人材紹介・派遣事業を行っております。ＬＵＡＣは、2008年2月に設立され、「法人研修事業」の中の

保険関係の企業研修事業に特化しております。Ｗ出版は、2009年９月に(株)ＫＳＳ（旧・早稲田経営出

版）から「Ｗセミナー」ブランドの資格取得支援事業及び出版事業を譲り受けるに際して、「Ｗセミナ

ー」ブランドの出版事業を行うために吸収分割によって設立されました。「出版・その他の事業」のう

ち出版事業を行っております。 

 当社グループの事業内容を種類別セグメントで示すと「個人教育事業」、「法人研修事業」、「出

版・その他の事業」となっております。当社グループの事業内容及び当社と子会社の当該事業に係わる

位置付けは次のとおりであります。 

  

 

  

個人教育事業 

当社は、公認会計士、税理士をはじめとして不動産鑑定士、社会保険労務士、証券アナリスト、情報

処理技術者、米国公認会計士等の資格試験に対する受験指導を行っており、数多くの試験合格者を世に

輩出してまいりました。そして、上記各資格講座の合格実績を背景に、「資格の学校ＴＡＣ」として個

人教育事業を行っております。 

 資格講座は「通学・DVD講座」、「カセット・資料通信講座」、「DVD通信講座」、「インターネット

Web通信講座」、「インターネットによる講義音声データのダウンロード通信講座」にて実施してお

り、講師が作成する独自のテキストを使用しております。そして、長年の受験指導により蓄積された社

会科学の分野を網羅する教育コンテンツは、当社の貴重な財産となっております。また、当社の販売ネ

ットワークの構築にも力を入れており、全国の大学・書店と販売提携をしております（平成22年３月末

現在提携大学生協294大学398店舗、提携書店62書店227店舗）。 

法人研修事業 

当社は、法人研修事業として、企業、大学、専門学校、会計事務所等に対して資格取得研修や実務研

2. 企業集団の状況
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修等の社員研修の実施や自己啓発講座の提供、専門学校等への教材提供とコンサルティング、税務申

告ソフト「魔法陣」の販売、提携校の展開、ビジネススクールや大学内セミナーを実施しております。

また、情報処理・ＩＴ関連の資格試験の取得指導（マイクロソフトオフィス スペシャリスト試験、オ

ラクルマスター試験等）及びＩＴ関連の国際資格の導入と普及に努めております。 

 現在、米国CompTIA（コンピューティング技術産業協会）主催のＡ+（エープラス）試験、Network+

（ネットワークプラス）試験、i-Net+（アイネットプラス）試験、Server+（サーバープラス）試験及

びSecurity+（セキュリティプラス）試験の普及に努め、日米の情報技術格差の溝を埋める役割を果た

しております。  

出版・その他の事業 

（出版事業） 

当社及び早稲田経営出版は、個人教育事業及び法人研修事業で展開している資格講座・実務研修の教

育コンテンツを活かし、「啓蒙書」、「入門書」、「受験用書籍」、「実務書」等の様々なラインナッ

プを取り揃えて出版事業を行っております。具体的には、合格の秘訣シリーズ、過去試験問題シリーズ

等のシリーズ物として、出版物を通してその指導ノウハウを広く普及することを目的としております。

平成22年３月末現在の稼働点数は「ＴＡＣ出版」ブランドで724点（うち会計税務資格関連232点）、

「Ｗセミナー」ブランドで263点にのぼります。 

（人材事業） 

当社の100％子会社であるＴＡＣプロフェッションバンク（ＴＰＢ）において、人材紹介・派遣事業

及びインターネットによる求職・求人Webサイトの運営を展開しており、当社でスキルアップした優秀

な人材に対して多くのキャリアアップの機会を提供し、より有利な就職環境の支援を行っております。

当社の人材ビジネスの強みは、資格取得を目指す22万人超の受講者が存在することです。 
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(2) 資格講座の取扱分野 

  

 
  

(注) １．Ｗセミナーからの事業譲受けに伴い、当第２四半期連結会計期間から事業分野の区分を変更しております。

従来「法律・労務分野」に帰属していた公務員講座及び社会保険労務士講座を「公務員・労務分野」とし、

「法律・労務分野」の残りの講座にＷセミナーから受入れた講座（司法試験講座・司法書士講座・弁理士講

座）を加えています。その他のＷセミナーからの受入れ講座（不動産鑑定士講座・行政書士講座・簿記検定

講座・ＦＰ講座等）は、従来の区分に統合しております。 

２．本科生とは、目標年度の試験に合格するために必要と考えられる講義・答案練習・公開模擬試験・試験委員

対策・法令改正等をパッケージ化したコースです。例えば公認会計士講座では、主に、初学者向け（初回受

験者向け）本科生として2年・1.5年Ｌ・1.5年・1年・チャレンジ本科生と、再受験者向けの上級総合・上級

圧縮・上級答練本科生があります。本科生はそのボリュームから他校の本科生コースとの掛け持ちをするこ

とが時間的に困難であるため、本科生会員は実質的に当社で修学した者といえます。 

  

分野 内容 特色及び実績

① 財務・会計分野 公認会計士講座、簿記検定講座、建設業

経理士講座、ビジネス会計検定講座 

  

 

平成21年度公認会計士試験 終合格者

（旧第二次試験合格者等の短答式試験免

除者等を除く）1,916名中、当社の当該年

度本科生受講者数（注）は803名でありま

す。

② 経営・税務分野 税理士講座、中小企業診断士講座、ＩＰＯ実

務検定講座、財務報告実務検定講座

平成21年度中小企業診断士第二次試験合

格者951名中、当社の当該年度本科生

（注）受講者数は292名であります。

③ 金融・不動産分野 不動産鑑定士講座 、宅建主任者講座、マ

ンション管理士／管理業務主任者講座、

ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）

講座、証券アナリスト講座、ＤＣプラン

ナー講座、ビジネススクール

平成21年度不動産鑑定士試験合格者124名

中、当社の当該年度本科生受講者数

（注）は67名であります。 

 

④ 法律分野 司法試験講座、司法書士講座、弁理士講

座、行政書士講座、ビジネス実務法務検

定講座、法律関連講座、通関士講座、知

的財産管理技能検定講座

⑤ 公務員・労務分野 公務員講座(国家Ⅰ種・Ⅱ種、地方上級、

外務専門官)、マスコミ・就職対策講座、

社会保険労務士講座

平成21年度公務員講座本科生（注）の

終合格者延べ人数は2,750名であります。 

平成20年度社会保険労務士試験合格者

3,574名中、当社の当該年度本科生（注）

受講者数は616名であります。

⑥ 情報・国際分野 情報処理講座（ＩＴパスポート、情報セ

キュリティスペシャリスト等）米国公認

会 計 士 講 座、CompTIA 講 座（Ａ +、

Network+、i-Net+、Server+、

Security+)、IT関連講座（マイクロソフ

ト オフィス スペシャリスト、オラクル

マスター等)、ＣＩＡ（公認内部監査人）

講座、ＢＡＴＩＣ講座

⑦ その他 人材事業（人材派遣・人材紹介)、税務申

告ソフト「魔法陣」、受付雑収入他
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ＴＡＣの経営理念 ＝ プロフェッションの養成  

わが国は、成熟した工業社会から急速に知識社会へシフトしつつあります。知識社会ではさまざまな

分野ごとに知識専門家（プロフェッション）が要求され、活躍の場を広げています。プロフェッション

professionとは英語のprofess=「神の前で宣言する」を語源とし、中世ヨーロッパ社会では神に誓いを

立てて従事する職業として、神父・医師・会計士・法律家・教師等の知識専門家を指していました。彼

らは職業を通して社会や人々に対して責任を負うと同時に、厳しい倫理観が要請されました。欧米では

プロフェッションの養成を大学が担当してきましたが、日本では大学がアカデミズムに偏重し、実務を

担うプロフェッションの養成を手がけてきませんでした。当社は公認会計士を養成するビジネスを始め

て以来、大学に代わって、現代に求められる多くのプロフェッションの養成を担当してまいりました。

 当社は、プロフェッションの養成を経営理念として、拠点とメディアを通して顧客（大学生・社会

人・法人企業）の幅広い支持を受け、教育サービス市場での一強となることを目指してまいります。ス

テークホルダーとしての顧客の支持基盤を有してこそ、「株主価値の増大」という株式会社に求められ

る も基本的な命題も達せられると考えております。 

ＴＡＣの目標経営指標 ＝ （現金ベース）売上高営業利益率10％を目指します  

当社グループの経営指標は、安定的な売上成長と現金ベース売上高営業利益率の向上を目標としてお

ります。当連結会計年度においてはＷセミナー統合のための一時費用がかかったこと及びフリーレント

の会計処理で売上原価・販売費及び一般管理費が押し上げられたため、現金ベース売上高営業利益率は

3.0％に低下しました。拠点統合については次期の渋谷校の移転等で影響がまだ残る見込みであるとと

もに、次期は資産除去債務に関する償却費が営業費用に上乗せされてくるため、財務会計上のコスト負

担は重くなると予想されます。資格ニーズに対する追い風をとらえるとともに、コスト管理を進め、現

金ベース売上高営業利益率10％達成を目指してまいります。 

教育ビジネスと人材ビジネスの結合により株主価値を向上 

当社グループは、「プロフェッションの養成」を基本理念として社会人、大学生を対象に資格教育、

実務教育を核とした人材育成事業を展開しております。また、当社グループで学ぶ方々は、自己投資の

結果として希望の業種・職種への就職・転職を望んでおり、当社グループの提供する人材派遣・紹介サ

ービスを利用される個人及び企業が増加しつつあります。したがって、当社グループの中長期的な経営

戦略は、教育ビジネスと人材ビジネスを強固に結びつけながら、双方のビジネスを拡大させていくこと

です。これにより、毎期安定的な売上成長と売上高営業利益率の向上を実現し、株主価値を高める努力

を継続してまいります。 

① Ｗセミナーの事業統合とシナジー効果 

平成21年９月１日付でＷセミナーの資格取得支援事業及び出版事業を譲受けております。Ｗセミナ

ーが有していた拠点の多くを一時承継しましたが、平成21年10月５日付で拠点の統廃合を行なってお

り、重複した拠点のスリム化及び固定費の削減を図りました。当社の賃借しているビルに空きフロア

がなく、Ｗセミナーの拠点との統合が困難な拠点については、両拠点が統合できる別の賃借物件を探

して統合作業を進めました。具体的には、当連結会計年度において神戸校（平成21年11月）・福岡校

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

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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（同12月）・京都校（平成22年２月）の移転統合を実施したほか、翌連結会計年度において渋谷校

（同５月）の移転・統合を予定しており、当社グループのこれまでになかったほどのスピード感と幅

広さで拠点統合を推進し、受講者の利便性向上及び賃借料の低減を図っております。また、Ｗセミナ

ーの展開していた法律系講座の強みを活かしつつ、当社がこれまで培ってきた効率的な講座運営の手

法と融合させていくことにより、早期に運営経費を低減させつつ事業統合のシナジーを引き出すこと

が課題と認識しております。 

② 人材事業の立直し 

当社の100％子会社である株式会社ＴＡＣプロフェッションバンク（以下、TPBという。）が手がけ

る人材事業（人材派遣、人材紹介、求人広告）の業績は、未だ厳しい状況が続いております。第１四

半期連結会計期間において、固定費削減策として新宿オフィス及び名古屋オフィスを閉鎖し、第２四

半期連結会計期間においては人件費の軽減を図るため、当社からTPBへの出向を解除し拡大する当社

個人教育事業へ再配置する等、連結グループとして 適な人員配置とTPBの損益改善の両方を目指し

ました。また、第４四半期連結会計期間においてTPBの本社を八重洲から水道橋エリアに移転し、コ

スト負担の軽減を図っております。こうした施策にも係わらず、TPBの営業利益は１千３百万円の赤

字（連結修正前）に終わりました。人材紹介案件が少ないなか、TPBは小規模ながらも、簿記・会計

に強い人材を提供できる人材会社としての強みを持っており、また今後は法律系人材の登録者及び顧

客企業の開拓にも注力する等、景気回復局面に備えた営業体制を整えてまいります。 

③ 成長のための講座開発 

当連結会計年度において、国際会計基準講座、財務報告実務検定講座、TOEIC講座を新たに開講し

ており、今後も時機を捉え顧客ニーズに即した新規講座を開発してまいります。一方で、今後の成長

を左右する重要な講座開発という点では、Ｗセミナーで開講していた司法試験講座、司法書士講座、

弁理士講座、公務員Ⅰ種・外務専門職・マスコミ対策講座等の立て直し及びＴＡＣメソッドによる運

営への切り替えがポイントになります。とくに公務員講座は国家Ⅰ種・Ⅱ種・地方上級・外務専門職

等とフルラインアップの開講体制となり、景気低迷が長引くなか顕著な伸びを示しております。とく

に国家Ⅱ種・地方上級向け公務員講座は、当連結会計年度において売上規模で公認会計士講座・税理

士講座に次ぐ当社グループ第３位の大型講座に成長し、公務員受験市場に対して大きな影響力を有す

るようになりました。また、Ｗセミナーと当社グループとで重複して実施していた講座については、

両者の良い点を取り入れながら、新たな年度向けの開講タイミングで統合を図ってまいります。 

該当事項はありません。  

(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 1,359,494 1,388,843

受取手形及び売掛金 2,112,708 2,552,382

有価証券 20,938 163,361

商品及び製品 375,634 532,885

仕掛品 969 5,408

原材料及び貯蔵品 264,814 360,646

繰延税金資産 311,968 427,925

受講料保全信託受益権 4,132,124 4,549,128

その他 417,572 603,810

貸倒引当金 △1,348 △3,203

流動資産合計 8,994,879 10,581,189

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 940,117 1,376,803

減価償却累計額 △567,078 △612,378

建物及び構築物（純額） 373,038 764,424

機械装置及び運搬具 410,562 415,847

減価償却累計額 △344,737 △366,737

機械装置及び運搬具（純額） 65,824 49,110

工具、器具及び備品 609,375 743,784

減価償却累計額 △401,798 △505,998

工具、器具及び備品（純額） 207,576 237,785

土地 － 324,626

リース資産 － 16,999

減価償却累計額 － △6,707

リース資産（純額） － 10,292

建設仮勘定 － 123,230

有形固定資産合計 646,439 1,509,468

無形固定資産

のれん － 318,018

その他 276,755 243,903

無形固定資産合計 276,755 561,921

投資その他の資産

投資有価証券 1,646,955 1,148,266

繰延税金資産 236,804 236,051

保険積立金 937,297 935,864

差入保証金 3,831,548 4,995,881

長期預金 500,000 400,000

その他 63,223 116,040

貸倒引当金 △42,102 △41,578

投資その他の資産合計 7,173,726 7,790,526

固定資産合計 8,096,921 9,861,916

資産合計 17,091,800 20,443,106
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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

支払手形及び買掛金 444,546 584,575

短期借入金 1,150,000 3,225,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 290,309 35,276

返品調整引当金 371,574 387,252

返品廃棄損失引当金 123,481 175,222

賞与引当金 62,328 82,740

前受金 7,676,335 9,189,066

その他 1,070,797 1,531,407

流動負債合計 11,589,373 15,610,540

固定負債

長期借入金 1,300,000 900,000

役員退職慰労未払金 139,916 120,702

その他 303 6,989

固定負債合計 1,440,220 1,027,692

負債合計 13,029,593 16,638,233

純資産の部

株主資本

資本金 940,200 940,200

資本剰余金 790,547 790,547

利益剰余金 2,454,682 2,193,904

自己株式 △100,114 △100,123

株主資本合計 4,085,315 3,824,528

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △28,932 △24,292

評価・換算差額等合計 △28,932 △24,292

少数株主持分 5,823 4,637

純資産合計 4,062,207 3,804,873

負債純資産合計 17,091,800 20,443,106
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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 21,092,258 23,991,852

売上原価 ※1 12,450,956 ※1 14,728,186

売上総利益 8,641,302 9,263,665

返品調整引当金戻入額 322,042 387,112

返品調整引当金繰入額 371,574 387,252

差引売上総利益 8,591,770 9,263,525

販売費及び一般管理費 ※2 7,261,625 ※2 8,639,893

営業利益 1,330,145 623,632

営業外収益

受取利息 16,336 13,137

受取配当金 17,771 8,465

投資有価証券運用益 67,201 －

その他 5,650 12,358

営業外収益合計 106,960 33,960

営業外費用

支払利息 27,152 33,975

支払手数料 56,772 －

投資有価証券運用損 － 178,152

その他 542 3,071

営業外費用合計 84,467 215,200

経常利益 1,352,638 442,392

特別利益

固定資産売却益 ※3 156 ※3 －

特別利益合計 156 －

特別損失

固定資産除売却損 ※4 6,898 ※4 17,683

原状回復費 2,700 14,632

減損損失 ※5 22,794 ※5 16,265

賃貸借契約解約損 － 2,595

拠点統合損失 ※5, ※6 － ※5, ※6 266,668

特別損失合計 32,393 317,845

税金等調整前当期純利益 1,320,401 124,547

法人税、住民税及び事業税 682,506 204,023

法人税等調整額 △26,960 △118,386

法人税等合計 655,546 85,636

少数株主損失（△） △4,494 △1,186

当期純利益 669,349 40,097
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(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 940,200 940,200

当期末残高 940,200 940,200

資本剰余金

前期末残高 790,547 790,547

当期末残高 790,547 790,547

利益剰余金

前期末残高 2,097,477 2,454,682

当期変動額

剰余金の配当 △312,144 △300,875

当期純利益 669,349 40,097

当期変動額合計 357,205 △260,778

当期末残高 2,454,682 2,193,904

自己株式

前期末残高 △144 △100,114

当期変動額

自己株式の取得 △99,970 △9

当期変動額合計 △99,970 △9

当期末残高 △100,114 △100,123

株主資本合計

前期末残高 3,828,080 4,085,315

当期変動額

剰余金の配当 △312,144 △300,875

当期純利益 669,349 40,097

自己株式の取得 △99,970 △9

当期変動額合計 257,235 △260,787

当期末残高 4,085,315 3,824,528

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △19,136 △28,932

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△9,795 4,639

当期変動額合計 △9,795 4,639

当期末残高 △28,932 △24,292

少数株主持分

前期末残高 10,318 5,823

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,494 △1,186

当期変動額合計 △4,494 △1,186

当期末残高 5,823 4,637
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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)

純資産合計

前期末残高 3,819,262 4,062,207

当期変動額

剰余金の配当 △312,144 △300,875

当期純利益 669,349 40,097

自己株式の取得 △99,970 △9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,290 3,453

当期変動額合計 242,944 △257,333

当期末残高 4,062,207 3,804,873
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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 1,320,401 124,547

減価償却費 272,897 357,215

のれん償却額 － 76,763

減損損失 22,794 16,265

拠点統合損失 － 43,901

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,438 1,330

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,659 20,411

返品調整引当金の増減額（△は減少） 49,531 139

返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） △5,180 51,740

受取利息及び受取配当金 △34,108 △21,602

支払利息 27,152 33,975

固定資産除売却損益（△は益） 6,898 17,683

投資有価証券運用損益（△は益） △67,201 178,152

売上債権の増減額（△は増加） △210,103 1,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △104,984 109,430

その他債権の増減額（△は増加） △72 △32,557

仕入債務の増減額（△は減少） 5,353 80,079

前受金の増減額（△は減少） 485,985 45,421

受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） △4,132,124 △417,004

その他の負債の増減額（△は減少） 73,850 221,616

その他 1,275 △18,468

小計 △2,263,536 890,133

利息及び配当金の受取額 112,396 45,900

利息の支払額 △26,975 △34,037

法人税等の支払額 △690,471 △568,182

法人税等の還付額 － 13,768

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,868,587 347,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有価証券の売却及び償還による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △209,437 △985,959

無形固定資産の取得による支出 △130,610 △39,364

投資有価証券の取得による支出 △791 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,347 207,583

事業譲受による支出 ※1 － ※1 △50,400

差入保証金の差入による支出 △79,460 △1,171,758

差入保証金の回収による収入 19,418 355,816

保険積立金の積立による支出 △3,524 △2,464

保険積立金の払戻による収入 3,896 3,896

その他 △666 △56,773

投資活動によるキャッシュ・フロー △199,828 △1,639,423
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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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,150,000 2,075,000

長期借入れによる収入 2,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △309,600 △400,000

自己株式の取得による支出 △100,781 △9

配当金の支払額 △310,647 △299,435

その他 － △11,428

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,428,971 1,364,126

現金及び現金同等物に係る換算差額 △287 △654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △639,732 71,631

現金及び現金同等物の期首残高 1,990,022 1,350,289

現金及び現金同等物の期末残高 ※2 1,350,289 ※2 1,421,921
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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】
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(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 連結子会社は、株式会社ＴＡＣプロ

フェッションバンク及び株式会社日本

アンダーライター・アカデミーの２社

であり、非連結子会社はありません。

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称

株式会社ＴＡＣプロフェッションバ
ンク 
株式会社日本アンダーライター・ア
カデミー 
株式会社早稲田経営出版
当連結会計年度より、新たに設立し

た株式会社早稲田経営出版を連結の範
囲に含めております。

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち株式会社日本アン

ダーライター・アカデミーの決算日は

12月31日であります。同社は連結決算

日現在で仮決算を実施したうえで連結

しております。

 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。 

 なお、株式会社日本アンダーライタ

ー・アカデミーについては、当連結会

計年度より決算日を３月31日に変更し

ております。

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)。なお、組込デリバティブ

を区分して測定することができ

ない複合金融商品は、全体を時

価評価し、評価差額を営業外損

益に計上しております。

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

なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出資

(金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の)については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入

手可能な 近の決算書を基礎と

し、連結貸借対照表については

持分相当額を純額で、連結損益

計算書については損益項目の持

分相当額を計上する方法によっ

ております。

時価のないもの

同左

②  デリバティブ

時価法

②  デリバティブ

時価法
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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)

③  たな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下

による簿価切り下げの方法)によっ

ており、評価方法は下記のとおりで

あります。

商品、製品 総平均法

仕掛品 個別法

貯蔵品 終仕入原価法

③  たな卸資産

同左

(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(リース資産を除く)

定率法によっております。

主要な資産の耐用年数は、建物は

15年、工具器具及び備品は３～５年

です。

なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却によっておりま

す。

①  有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

ただし、親会社の建物（建物附属

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、次のとお

りであります。

建物       34～47年 

建物附属設備   ６～18年 

工具器具及び備品 ３～５年

②  無形固定資産(リース資産を除く)

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、その他の無

形固定資産については、定額法によ

っております。

②  無形固定資産(リース資産を除く)

同左

③ リース資産

     ＿＿＿＿＿＿＿＿

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によっており

ます。

(3) 重要な引当金の計上基

準

①  貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

によっており、貸倒懸念債権及び破

産更生債権等の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  返品調整引当金

出版物の返品による損失に備える

ため、返品見込額のうち当連結会計

年度負担分を計上しております。

②  返品調整引当金

同左

③  返品廃棄損失引当金

出版物の返品による廃棄損失に備

えるため、廃棄損失見込額のうち当

連結会計年度負担分を計上しており

ます。

③  返品廃棄損失引当金

同左

④  賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年度負

担分を計上しております。

④  賞与引当金

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) 重要なリース取引の処

理方法

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。

     ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

①  ヘッジ会計の方法

金利スワップについて特例処理の

要件を満たしておりますので、特例

処理を採用しております。

①  ヘッジ会計の方法

同左

②  ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ対象とヘッジ手段は以

下のとおりであります。

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

②  ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③  ヘッジ方針

金利リスクの低減のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っておりま

す。

③  ヘッジ方針

同左

④  ヘッジ有効性評価の方法

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。

④  ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

４．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

５．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

     ＿＿＿＿＿＿＿＿ のれんは、３年間で均等償却してお
ります。

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、随時引出し可能な預金及

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
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(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、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。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。

(連結の範囲に関する事項の変更)

(1) 連結の範囲の変更

当連結会計年度より、新たに設立した株式会社早稲

田経営出版を連結の範囲に含めております。

(2) 変更後の連結子会社の数

３社
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【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」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

267,811千円、500千円、268,122千円であります。

(損益計算書)

前連結会計年度において営業外費用に区分掲記してい

た「支払手数料」は重要性が低下したため、当連結会計

年度から「その他」に含めて表示することといたしまし

た。なお、当連結会計年度において「その他」に含まれ

る「支払手数料」は1,000千円であります。

【追加情報】

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)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  賃料無償期間を含む賃貸借契約について、従来は賃料

起算日より費用計上を行っておりましたが、賃料無償期

間が長期化し金額的な重要性も増しているため、契約上

の賃料無償期間中であっても契約期間全体にわたる賃借

費用を負担した費用計上を行うこととし、当連結会計年

度より当該賃料無償期間に実質的な賃料を費用として認

識する方法に変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、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

期純利益はそれぞれ95百万円減少しております。
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(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  たな卸資産簿価切下額△11,385千円（戻入額相殺

後）及び返品廃棄損失引当金繰入額△5,180千円

（戻入額相殺後）が売上原価に含まれておりま

す。

※１  たな卸資産簿価切下額139,634千円（戻入額相殺

後）及び返品廃棄損失引当金繰入額51,740千円

（戻入額相殺後）が売上原価に含まれておりま

す。

※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

販売手数料 171,310千円

広告宣伝費 1,047,554

給与手当 2,211,392

賞与 455,098

賞与引当金繰入額 60,137

法定福利費 366,243

旅費交通費 220,958

通信費 219,328

賃借料 960,578

減価償却費 111,778

消耗品費 99,208

業務委託費 400,148

※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

販売手数料 226,126千円

広告宣伝費 1,111,377

給与手当 2,741,082

賞与 486,437

賞与引当金繰入額 80,387

法定福利費 444,134

旅費交通費 248,486

通信費 267,630

賃借料 1,089,859

減価償却費 163,886

消耗品費 174,990

業務委託費 504,167

※３  固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具売却益 156千円

  合計 156

※３        ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※４  固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。

器具備品除却損 6,875千円

機械装置除却損 23

  合計 6,898

※４  固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。

建物附属設備除却損 16,183千円

器具備品除却損 1,499

 合計 17,683

 

※５  減損損失

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

当社及び連結子会社は、当連結会計年度におい

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
金額
(千円)

関東地区 
(東京都立川市)

事業用資産

建物及び 
構築物

6,030

差入保証金 16,764

※５ 減損損失  

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

当社及び連結子会社は、当連結会計年度におい

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
金額
(千円)

関東地区
(東京都渋谷区)

事業用資産
建物及び 
構築物

26,311

関東地区
(東京都千代田区)

事業用資産
建物及び 
構築物

2,345

関東地区
(横浜市港北区)

事業用資産
建物及び 
構築物

3,515

東海地区
(名古屋市中村区)

事業用資産

建物及び 
構築物

12,511

工具、器具
及び備品

238

関西地区
(京都市下京区)

事業用資産
建物及び 
構築物

9,973

関西地区
(神戸市中央区)

事業用資産

建物及び 
構築物

1,486

工具、器具
及び備品

46

九州地区
(福岡市中央区)

事業用資産

建物及び 
構築物

944

工具、器具
及び備品

79
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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)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

(2) 減損損失の認識に至った経緯

当社は、立川校の移転を決定したことに伴い、

利用見込みがなくなった同校の建物及び構築物勘

定のうち移転先に移動不能なもの及び賃借契約満

了前の解約申し入れに伴い一部回収不能となった

差入保証金を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

(2) 減損損失の認識に至った経緯

当社は、Ｗセミナー事業の譲受けに伴って重複

拠点の移転統合を決定したことにより、利用見込

みがなくなった渋谷校、お茶の水校、京都校、神

戸校及び福岡校の建物及び構築物勘定並びに工

具、器具及び備品勘定のうち移転先に移動不能な

ものを回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上しております。ま

た、新日吉校の開校に伴い、閉鎖を決定した旧日

吉校に関する建物及び構築物勘定のうち移転先に

移動不能なものについて減損損失を計上しており

ます。名古屋校については、賃借している大名古

屋ビルヂングの建替えが予定されており、退去期

間以後の建物及び構築物勘定並びに工具、器具及

び備品勘定の帳簿価額を減損損失として計上して

おります。

なお、上記の資産グループのうち重複拠点の統

合に伴う減損損失については、「※６ 拠点統合

損失」にまとめて計上しております。

(3) 資産のグルーピングの方法

当社及び連結子会社は、キャッシュ・フローを

生み出す 小単位として、主として拠点校を基本

単位としつつ、首都圏及び近畿圏については地域

を基本単位としてグルーピングを行い、また遊休

資産については個別に減損損失の認識の評価をし

ております。

(3) 資産のグルーピングの方法

同左

(4) 回収可能価額の算定方法

当社及び連結子会社は、資産グループの回収可

能価額は使用価値により算定しております。

※６        ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) 回収可能価額の算定方法

同左 

 

※６ 平成21年９月１日付で株式会社ＫＳＳから譲受け

たＷセミナー事業に関して、拠点の統合に伴って

計上した固定資産除売却損、原状回復費、減損損

失、賃貸借契約解約損及びリース契約解約損を拠

点統合損失としてまとめて表示しております。拠

点統合損失に含まれる費目および金額は次のとお

りであります。

固定資産除売却損 2,712千円

原状回復費 135,511

減損損失 41,189

リース契約解約損 9,930

賃貸借契約解約損 77,324

 合計 266,668
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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268,900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25株は、単元未満株の買取りによるものであります。 

  

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。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

  普通株式 18,504,000 ― ― 18,504,000

合計 18,504,000 ― ― 18,504,000

自己株式

  普通株式(注) 217 268,900 ― 269,117

合計 217 268,900 ― 269,117

(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19日 
定時株主総会

普通株式 148,030 ８ 平成20年３月31日 平成20年６月20日

平成20年10月14日 
取締役会

普通株式 164,113 ９ 平成20年９月30日 平成20年12月５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19日 
定時株主総会

普通株式 145,879 利益剰余金 ８ 平成21年３月31日 平成21年６月22日

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

  普通株式 18,504,000 ― ― 18,504,000

合計 18,504,000 ― ― 18,504,000

自己株式

  普通株式(注) 269,117 25 ― 269,142

合計 269,117 25 ― 269,142
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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 

 
  

(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19日 
定時株主総会

普通株式 145,879 ８ 平成21年３月31日 平成21年６月22日

平成21年10月20日 
取締役会

普通株式 154,996 8.5 平成21年９月30日 平成21年12月４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22日 
定時株主総会

普通株式 154,996 利益剰余金 8.5 平成22年３月31日 平成22年６月23日
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(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       ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

※１  事業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳

（事業譲受）

流動資産 866,230千円

固定資産 480,767

のれん 394,781

資産合計 1,741,778千円

流動負債 1,686,730

固定負債 4,648

負債合計 1,691,378千円

事業の譲受けの対価 0千円

事業譲受に直接要した支出 50,400

譲り受けた現金及び現金同等物 -

差引：事業譲受による支出 50,400千円

 

※２  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,359,494千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△30,143

有価証券勘定 20,938

現金及び現金同等物 1,350,289

 

※２ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,388,843千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△30,284

有価証券勘定 163,361

ＭＭＦ及びＭＲＦ以外の有価証券 △100,000

現金及び現金同等物 1,421,921
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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) 

  

 
(注) １．事業区分は、販売対象市場の類似性、製品の種類から判断して、個人教育事業、法人研修事業、出版・その

他の事業に区分しております。 

２．各事業の内容 

(1) 個人教育事業……………社会人・大学生等の個人を対象とした各種資格講座 

(2) 法人研修事業……………一般企業・会計事務所・大学・専門学校を対象とした資格研修・実務研修及び税

務申告ソフトの販売 

(3) 出版・その他の事業……個人教育事業、法人研修事業で培ったノウハウを出版物という形で全国各書店・

大学生協で販売及び各拠点窓口での仕入書籍等の販売、人材紹介・派遣事業 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門に係る費用

であり、前連結会計年度は1,178,858千円、当連結会計年度は1,216,999千円であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証

券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、前連結会計年度は4,162,558千円、当

連結会計年度は3,870,654千円であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

個人教育 
事業 
(千円)

法人研修
事業 
(千円)

出版・その他
の事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ  売上高及び営業損益

    売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

14,554,838 4,259,176 2,278,243 21,092,258 ― 21,092,258

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

2,487 ― 14,279 16,767 (16,767) ―

計 14,557,326 4,259,176 2,292,522 21,109,025 (16,767) 21,092,258

    営業費用 13,668,739 2,929,310 1,966,230 18,564,280 1,197,832 19,762,113

    営業利益 888,587 1,329,866 326,291 2,544,745 (1,214,599) 1,330,145

Ⅱ  資産、減価償却費、 
    減損損失及び資本的支出

    資産 10,238,418 1,119,801 1,863,997 13,222,216 3,869,584 17,091,800

    減価償却費 206,699 16,112 15,795 238,607 34,290 272,897

    減損損失 22,794 ― ― 22,794 ― 22,794

    資本的支出 250,653 12,074 13,160 275,888 70,606 346,494
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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) 

  

 
(注) １．事業区分は、販売対象市場の類似性、製品の種類から判断して、個人教育事業、法人研修事業、出版・その

他の事業に区分しております。 

２．各事業の内容 

(1) 個人教育事業……………社会人・大学生等の個人を対象とした各種資格講座 

(2) 法人研修事業……………一般企業・会計事務所・大学・専門学校を対象とした資格研修・実務研修及び税

務申告ソフトの販売 

(3) 出版・その他の事業……個人教育事業、法人研修事業で培ったノウハウを出版物という形で全国各書店・

大学生協で販売及び各拠点窓口での仕入書籍等の販売、人材紹介・派遣事業 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門に係る費用

であり、前連結会計年度は1,216,999千円、当連結会計年度は1,370,041千円であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証

券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、前連結会計年度は3,870,654千円、当

連結会計年度は3,712,693千円であります。 

５．株式会社ＫＳＳ（旧社名：株式会社早稲田経営出版）から平成21年９月１日付で事業を譲り受けたことを主

な原因として、事業の種類別セグメント情報において個人教育事業、法人研修事業及び出版・その他の事業

における資産が増加しております。前連結会計年度末からの増加額の概要は、以下のとおりであります。 

 個人教育事業    2,725,392千円 

 法人研修事業      5,212千円 

 出版・その他の事業  777,590千円  

  

個人教育 
事業 
(千円)

法人研修
事業 
(千円)

出版・その他
の事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ  売上高及び営業損益

    売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

16,858,876 4,531,627 2,601,348 23,991,852 ― 23,991,852

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

2,274 ― 20,480 22,755 ( 22,755) ―

計 16,861,151 4,531,627 2,621,828 24,014,607 ( 22,755) 23,991,852

    営業費用 16,393,794 3,157,225 2,472,669 22,023,689 1,344,529 23,368,219

    営業利益 467,356 1,374,401 149,159 1,990,917 (1,367,284) 623,632

Ⅱ  資産、減価償却費、 
    減損損失及び資本的支出

    資産 12,963,810 1,125,013 2,641,587 16,730,412 3,712,693 20,443,106

    減価償却費 265,901 15,324 15,606 296,832 60,382 357,215

    減損損失 57,304 149 ― 57,454 ― 57,454

    資本的支出 1,178,518 10,615 13,612 1,202,746 75,582 1,278,328
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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重要

な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

２ 所在地別セグメント情報
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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。 

  

３ 海外売上高
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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) 

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。 

  

(関連当事者情報)
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(税効果会計関係)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

当連結会計年度末
(平成22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

(千円)

繰延税金資産

  未払事業所税加算 5,530

  未払事業税加算 29,488

  未払賞与加算 56,152

  賞与引当金加算 25,457

  法定福利費加算 9,460

  貸倒引当金加算 17,208

  返品廃棄損失引当金加算 50,244

  たな卸資産簿価切下額加算 122,489

  減損損失加算 143,372

  役員退職慰労未払金加算 56,932

  投資有価証券評価損否認 79,031

  その他有価証券評価差額金 20,127

  子会社繰越欠損金 14,931

  その他 1,983

繰延税金資産小計 632,411

評価性引当額 △83,356

繰延税金資産合計 549,053

繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △280

繰延税金負債合計 △280

繰延税金資産の純額 548,772

 

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

(千円)

繰延税金資産

 未払事業所税加算 6,323

 未払事業税加算 2,037

 未払賞与加算 53,558

 賞与引当金加算 33,695

 法定福利費加算 10,917

 貸倒引当金加算 16,811

 返品廃棄損失引当金加算 43,016

 たな卸資産簿価切下額加算 146,114

 未払家賃加算 38,931

 減損損失加算 157,474

 役員退職慰労未払金加算 49,113

 投資有価証券評価損否認 64,205

 その他有価証券評価差額金 17,193

 営業権償却超過額 12,493

 子会社繰越欠損金 26,690

 その他 4,150

繰延税金資産小計 682,731

評価性引当額 △101,074

繰延税金資産合計 581,656

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △527

繰延税金負債合計 △527

繰延税金資産の純額 581,129

 

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要な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.69

(調整)

  交際費の損金不算入額 0.80

  住民税均等割 1.39

  貸倒引当金 1.30

  投資有価証券評価損 5.98

  その他 △0.51

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.65

 

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要な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.69

(調整)

 交際費の損金不算入額 6.58

 住民税均等割 13.30

 評価性引当額の増減 11.32

 源泉所得税等 △1.64

 返品調整引当金 4.11

 その他 △0.74

税効果会計適用後の法人税等の負担率 65.40
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前連結会計年度(平成21年３月31日) 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円）

 
  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
  

(有価証券関係)

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 ― ― ―

債券 ― ― ―

その他 130,702 114,992 15,709

小計 130,702 114,992 15,709

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 ― ― ―

債券 1,012,611 1,299,000 △286,388

その他 141,651 186,572 △44,920

小計 1,154,262 1,485,572 △331,309

合計 1,284,965 1,600,565 △315,599

種類 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

  非上場株式 17,000

  投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 344,989

  ＭＭＦ 20,039

  ＭＲＦ 899

種類 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

    社債 ― ― ― ―

    その他 ― ― ― 1,012,611

(2) その他

    公社債投信 ― 100,690 ― 5,436

    その他 ― 161,159 ― 244,989

合計 ― 261,849 ― 1,263,037
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当連結会計年度(平成22年３月31日) 

１．その他有価証券 

（単位：千円）

 
  

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（単位：千円）

 
  

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 ― ― ―

債券 ― ― ―

その他 123,598 122,343 1,255

小計 123,598 122,343 1,255

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 ― ― ―

債券 803,995 1,012,611 △208,615

その他 111,879 153,434 △41,555

小計 915,875 1,166,046 △250,170

合計 1,039,473 1,288,389 △248,915

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 ― ― ―

債券 ― ― ―

その他 234,804 15,581 59

合計 234,804 15,581 59
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(注)  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成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 222.45円 １株当たり純資産額 208.41円

１株当たり当期純利益金額 36.58円 １株当たり当期純利益金額 2.20円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

前連結会計年度
(自  平成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)

当期純利益(千円) 669,349 40,097

普通株主に帰属しない金額(千円) ― －

普通株式に係る当期純利益(千円) 669,349 40,097

普通株式の期中平均株式数(千株) 18,300 18,234
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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) 

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。 

  

  

  

(重要な後発事象)

TAC(株) （4319） 平成22年3月期 決算短信

- 48 -



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 1,341,756 1,253,313

売掛金 2,064,980 2,170,448

有価証券 20,938 163,361

商品及び製品 375,634 469,903

仕掛品 969 4,775

原材料及び貯蔵品 261,505 356,574

前払費用 371,949 418,145

繰延税金資産 291,549 330,030

受講料保全信託受益権 4,132,124 4,549,128

その他 66,371 276,182

貸倒引当金 △1,056 △935

流動資産合計 8,926,723 9,990,929

固定資産

有形固定資産

建物 899,087 1,328,135

減価償却累計額 △547,870 △593,494

建物（純額） 351,217 734,640

構築物 23,029 37,276

減価償却累計額 △13,009 △15,936

構築物（純額） 10,019 21,339

機械及び装置 386,711 386,711

減価償却累計額 △325,852 △345,251

機械及び装置（純額） 60,859 41,460

車両運搬具 23,850 29,136

減価償却累計額 △18,885 △21,486

車両運搬具（純額） 4,965 7,650

工具、器具及び備品 601,671 736,645

減価償却累計額 △396,789 △501,912

工具、器具及び備品（純額） 204,881 234,733

土地 － 324,626

リース資産 － 16,999

減価償却累計額 － △6,707

リース資産（純額） － 10,292

建設仮勘定 － 123,230

有形固定資産合計 631,943 1,497,972

無形固定資産

のれん － 318,018

ソフトウエア 239,110 213,395

その他 25,407 22,940

無形固定資産合計 264,518 554,354
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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

投資有価証券 1,646,955 1,148,266

関係会社株式 20,000 23,868

出資金 2,264 2,264

従業員に対する長期貸付金 － 515

破産更生債権等 55,465 54,996

長期前払費用 5,485 2,265

繰延税金資産 236,804 236,051

長期預金 500,000 400,000

差入保証金 3,831,248 4,995,581

保険積立金 937,297 935,864

その他 － 56,000

貸倒引当金 △42,102 △41,578

投資その他の資産合計 7,193,417 7,814,095

固定資産合計 8,089,878 9,866,422

資産合計 17,016,602 19,857,352

負債の部

流動負債

買掛金 444,388 565,282

短期借入金 1,150,000 3,225,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000 400,000

リース債務 － 5,994

未払金 420,631 634,588

未払費用 454,086 655,725

未払法人税等 290,129 －

前受金 7,674,187 9,187,780

預り金 178,875 208,105

返品調整引当金 371,574 334,768

返品廃棄損失引当金 123,481 105,716

賞与引当金 55,245 80,631

その他 11,294 6,135

流動負債合計 11,573,894 15,409,729

固定負債

長期借入金 1,300,000 900,000

リース債務 － 6,989

役員退職慰労未払金 139,916 120,702

その他 270 －

固定負債合計 1,440,187 1,027,692

負債合計 13,014,081 16,437,421
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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 940,200 940,200

資本剰余金

資本準備金 790,547 790,547

資本剰余金合計 790,547 790,547

利益剰余金

利益準備金 19,978 19,978

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 2,380,841 1,793,621

利益剰余金合計 2,400,819 1,813,599

自己株式 △100,114 △100,123

株主資本合計 4,031,452 3,444,223

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △28,932 △24,292

評価・換算差額等合計 △28,932 △24,292

純資産合計 4,002,520 3,419,930

負債純資産合計 17,016,602 19,857,352
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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

個人教育事業収入 14,557,326 16,861,151

法人研修事業売上高 4,243,510 4,527,852

出版・その他の事業売上高 1,677,475 1,792,035

売上高合計 20,478,312 23,181,040

売上原価

個人教育事業収入原価 9,419,999 10,973,660

法人研修事業売上原価 1,844,688 2,045,368

出版・その他の事業売上原価 ※1 872,866 ※1 1,087,545

売上原価合計 12,137,554 14,106,575

売上総利益 8,340,758 9,074,465

返品調整引当金戻入額 322,042 371,574

返品調整引当金繰入額 371,574 334,768

差引売上総利益 8,291,227 9,111,270

販売費及び一般管理費 ※2 6,921,571 ※2 8,376,786

営業利益 1,369,655 734,483

営業外収益

受取利息 14,675 ※3 12,330

有価証券利息 1,593 3,074

受取配当金 ※3 47,771 8,465

投資有価証券運用益 67,201 －

その他 ※3 7,900 ※3 12,903

営業外収益合計 139,144 36,773

営業外費用

支払利息 26,695 33,975

投資有価証券運用損 － 178,152

支払手数料 56,772 －

その他 415 2,920

営業外費用合計 83,883 215,049

経常利益 1,424,916 556,207

特別利益

固定資産売却益 ※4 156 ※4 －

特別利益合計 156 －

特別損失

固定資産除売却損 ※5 6,898 ※5 10,418

原状回復費 2,700 13,023

減損損失 ※6 22,794 ※6 16,265

投資有価証券評価損 － 6,131

賃貸借契約解約損 － 2,595

拠点統合損失 ※6, ※7 － ※6, ※7 266,668

特別損失合計 32,393 315,103

税引前当期純利益 1,392,679 241,104

法人税、住民税及び事業税 682,062 168,741

法人税等調整額 △13,305 △40,911

法人税等合計 668,757 127,830

当期純利益 723,922 113,274
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【製造原価明細書】

【個人教育事業収入原価明細書】

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)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ  人件費 3,037,985 32.3

Ⅱ  経費

  １  外注費 1,302,659

  ２  賃借料 2,971,231

  ３  業務委託費 761,334

  ４  その他 1,352,702 6,387,927 67.8

Ⅲ  たな卸資産簿価切下額 △5,913 △0.1

    当期個人教育事業収入原価 9,419,999 100.0 100.0

【法人研修事業売上原価明細書】

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)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ  商品仕入高 171,446 9.3

Ⅱ  人件費 541,188 29.3

Ⅲ  経費

  １  外注費 273,196

  ２  業務委託費 452,638

  ３  その他 406,764 1,132,599 61.4

Ⅲ  たな卸資産簿価切下額 △546 △0.0

    当期法人研修事業売上原価 1,844,688 100.0 100.0
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(注) 

 
  

【出版・その他の事業売上原価明細書】

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)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ  製品・商品期首たな卸高 424,849 48.7

Ⅱ  商品仕入高 52,208 6.0

Ⅲ  当期製品製造原価

  １  外注費 794,656 91.0

  ２  人件費 179,874 20.6

  ３  経費

    (1) 業務委託費 95,192

    (2) その他 13,473 108,666 12.4

        当期総製造費用 1,083,196 124.0

        期首仕掛品たな卸高 500 0.1

          合計 1,083,696 124.1

        期末仕掛品たな卸高 969 0.1

        当期製品製造原価 1,082,727 124.0

Ⅳ  他勘定振替高 ※１ 149,065 17.1

Ⅴ  製品・商品期末たな卸高 527,746 60.4

Ⅵ  たな卸資産簿価切下額 △4,925 △0.6

Ⅶ  返品廃棄損失引当金繰入額 △5,180 △0.6

    当期出版・その他の事業
    売上原価

872,866 100.0 100.0

前事業年度 当事業年度

原価計算方法

個別原価計算を採用しております。

原価計算方法

同左

※１  他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

個人教育事業収入原価へ振替 89,071千円

法人研修事業売上原価へ振替 45,670

販売費及び一般管理費(広告等)へ
振替

14,324

  合計 149,065

※１  他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

個人教育事業収入原価へ振替 千円

法人研修事業売上原価へ振替

販売費及び一般管理費(広告等)へ
振替

 合計
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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 940,200 940,200

当期末残高 940,200 940,200

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 790,547 790,547

当期末残高 790,547 790,547

資本剰余金合計

前期末残高 790,547 790,547

当期末残高 790,547 790,547

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 19,978 19,978

当期末残高 19,978 19,978

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 1,969,063 2,380,841

当期変動額

剰余金の配当 △312,144 △300,875

当期純利益 723,922 113,274

分割型の会社分割による減少 － △399,619

当期変動額合計 411,777 △587,220

当期末残高 2,380,841 1,793,621

利益剰余金合計

前期末残高 1,989,041 2,400,819

当期変動額

剰余金の配当 △312,144 △300,875

当期純利益 723,922 113,274

分割型の会社分割による減少 － △399,619

当期変動額合計 411,777 △587,220

当期末残高 2,400,819 1,813,599

自己株式

前期末残高 △144 △100,114

当期変動額

自己株式の取得 △99,970 △9

当期変動額合計 △99,970 △9

当期末残高 △100,114 △100,123
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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)

株主資本合計

前期末残高 3,719,644 4,031,452

当期変動額

剰余金の配当 △312,144 △300,875

当期純利益 723,922 113,274

自己株式の取得 △99,970 △9

分割型の会社分割による減少 － △399,619

当期変動額合計 311,807 △587,229

当期末残高 4,031,452 3,444,223

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △19,136 △28,932

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△9,795 4,639

当期変動額合計 △9,795 4,639

当期末残高 △28,932 △24,292

評価・換算差額等合計

前期末残高 △19,136 △28,932

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△9,795 4,639

当期変動額合計 △9,795 4,639

当期末残高 △28,932 △24,292

純資産合計

前期末残高 3,700,508 4,002,520

当期変動額

剰余金の配当 △312,144 △300,875

当期純利益 723,922 113,274

自己株式の取得 △99,970 △9

分割型の会社分割による減少 － △399,619

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,795 4,639

当期変動額合計 302,011 △582,589

当期末残高 4,002,520 3,419,930
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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

①  子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

①  子会社及び関連会社株式

同左

②  その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)。なお、組込

デリバティブを区分して測定する

ことができない複合金融商品は、

全体を時価評価し、評価差額を営

業外損益に計上しております。

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及

びそれに類する組合への出資(金

融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの)につ

いては、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な 近

の決算書を基礎とし、貸借対照表

については持分相当額を純額で、

損益計算書については損益項目の

持分相当額を計上する方法によっ

ております。

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下に

よる簿価切り下げの方法)によってお

り、評価方法は下記のとおりでありま

す。

商品、製品 総平均法

仕掛品 個別法

貯蔵品 終仕入原価法

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．固定資産の減価償却の方

法

①  有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

主要な資産の耐用年数は、建物は

15年、工具器具及び備品は３～５年

です。

なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却によっておりま

す。

①  有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

ただし、建物（建物附属設備は除

く）については定額法を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物       34～47年 

建物附属設備   ６～18年 

工具器具及び備品 ３～５年

②  無形固定資産(リース資産を除く)

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、その他の無

形固定資産については、定額法によ

っております。

②  無形固定資産(リース資産を除く)

同左

③  リース資産

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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によっており

ます。

５．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

によっており、貸倒懸念債権及び破

産更生債権等の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  返品調整引当金

出版物の返品による損失に備える

ため、返品見込額のうち当事業年度

負担分を計上しております。

②  返品調整引当金

同左

③  返品廃棄損失引当金

出版物の返品による廃棄損失に備

えるため、廃棄損失見込額のうち当

事業年度負担分を計上しておりま

す。

③  返品廃棄損失引当金

同左

④  賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当事業年度負担分

を計上しております。

④  賞与引当金

同左

６．リース取引の処理方法 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。

＿＿＿＿＿＿＿＿
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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)

７．ヘッジ会計の方法 ①  ヘッジ会計の方法

金利スワップについて特例処理の

要件を満たしておりますので、特例

処理を採用しております。

①  ヘッジ会計の方法

同左

②  ヘッジ手段とヘッジ対象

当事業年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ対象とヘッジ手段は以下の

とおりであります。

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

②  ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③  ヘッジ方針

金利リスクの低減のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っておりま

す。

③  ヘッジ方針

同左

④  ヘッジ有効性評価の方法

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。

④  ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。

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、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。

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

に与える影響はありません。

＿＿＿＿＿＿＿＿
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【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)

(貸借対照表)

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣

府令第50号)が適用となることに伴い、前事業年度にお

いて、「商品」「製品」として掲記されていたものは、

当事業年度から「商品及び製品」と一括して掲記してお

ります。なお、当事業年度に含まれる「商品」「製品」

は、それぞれ18,062千円、357,571千円であります。

(損益計算書)

前事業年度において営業外費用に区分掲記していた

「支払手数料」は重要性が低下したため、当事業年度か

ら「その他」に含めて表示することといたしました。な

お、当事業年度において「その他」に含まれる「支払手

数料」は、1,000千円であります。

【追加情報】

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)

＿＿＿＿＿＿＿＿  賃料無償期間を含む賃貸借契約について、従来は賃料

起算日より費用計上を行っておりましたが、賃料無償期

間が長期化し金額的な重要性も増しているため、契約上

の賃料無償期間中であっても契約期間全体にわたる賃借

費用を負担した費用計上を行うこととし、当事業年度よ

り当該賃料無償期間に実質的な賃料を費用として認識す

る方法に変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当

事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は

それぞれ95百万円減少しております。
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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  たな卸資産簿価切下額△11,385千円（戻入額相殺

後）及び返品廃棄損失引当金繰入額5,180千円

（戻入額相殺後）が売上原価に含まれておりま

す。

※１  たな卸資産簿価切下額58,062千円（戻入額相殺

後）及び返品廃棄損失引当金繰入額△17,764千円

（戻入額相殺後）が売上原価に含まれておりま

す。

※２  販売費に属する費用のおおよその割合は17.5％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

82.5％であります。販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

販売手数料 171,310千円

広告宣伝費 1,016,866

給与手当 2,073,638

賞与 420,773

賞与引当金繰入額 53,054

法定福利費 339,280

旅費交通費 206,621

通信費 212,964

賃借料 912,783

減価償却費 104,810

消耗品費 94,754

業務委託費 405,663

※２  販売費に属する費用のおおよその割合は15.8％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

84.2％であります。販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

販売手数料 226,126千円

広告宣伝費 1,094,126

給与手当 2,621,851

賞与 456,464

賞与引当金繰入額 78,279

法定福利費 422,184

旅費交通費 238,739

通信費 257,054

賃借料 1,055,078

減価償却費 157,367

消耗品費 172,796

業務委託費 511,669

※３  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社よりの受取配当金 30,000千円

関係会社よりの事務手数料 2,400千円

※３  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社よりの貸付金利息 2,297千円

関係会社よりの事務手数料 2,750千円

※４  固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具売却益 156千円

  合計 156

※４        ＿＿＿＿＿＿＿＿

※５  固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。

器具備品除却損 6,875千円

機械装置除却損 23

  合計 6,898

※５  固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。

建物附属設備除却損 9,321千円

器具備品除却損 1,097

 合計 10,418
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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  減損損失

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

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 金額(千円)

関東地区 
(東京都立川市)

事業用資産

建物及び 
構築物

6,030

差入保証金 16,764

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

(2) 減損損失の認識に至った経緯

当社は、立川校の移転を決定したことに伴い、

利用見込みがなくなった同校の建物及び構築物勘

定のうち移転先に移動不能なもの及び賃借契約満

了前の解約申し入れに伴い一部回収不能となった

差入保証金を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。 

  

 

  

 

  

 

 

 
  
 
 

(3) 資産のグルーピングの方法

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単

位として、主として拠点校を基本単位としつつ、

首都圏及び近畿圏については地域を基本単位とし

てグルーピングを行い、また遊休資産については

個別に減損損失の認識の評価をしております。

 

※６ 減損損失

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

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 金額(千円)

関東地区
(東京都渋谷区)

事業用資産

建物 21,438

構築物 4,872

関東地区
(東京都千代田区)

事業用資産 建物 2,345

関東地区
(横浜市港北区)

事業用資産

建物 3,515

構築物 176

東海地区
(名古屋市中村区)

事業用資産

建物 12,511

工具、器具
及び備品

238

関西地区
(京都市下京区)

事業用資産 建物 9,973

関西地区
(神戸市中央区)

事業用資産

建物 1,486

工具、器具
及び備品

46

九州地区
(福岡市中央区)

事業用資産
建物 944

工具、器具
及び備品

79

(2) 減損損失の認識に至った経緯

当社は、Ｗセミナー事業の譲受けに伴って重複

拠点の移転統合を決定したことにより、利用見込

みがなくなった渋谷校、お茶の水校、京都校、神

戸校及び福岡校の建物及び構築物勘定並びに工

具、器具及び備品勘定のうち移転先に移動不能な

ものを回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上しております。ま

た、新日吉校の開校に伴い、閉鎖を決定した旧日

吉校に関する建物及び構築物勘定のうち移転先に

移動不能なものについて減損損失を計上しており

ます。名古屋校については、賃借している大名古

屋ビルヂングの建替えが予定されており、退去期

間以後の建物勘定並びに工具、器具及び備品勘定

の帳簿価額を減損損失として計上しております。

なお、上記の資産グループのうち重複拠点の統

合に伴う減損損失については、「※７ 拠点統合

損失」にまとめて計上しております。

(3) 資産のグルーピングの方法

同左

(4) 回収可能価額の算定方法

当社は、資産グループの回収可能価額は使用価

値により算定しております。

(4) 回収可能価額の算定方法

同左 

 

TAC(株) （4319） 平成22年3月期 決算短信

- 65 -



 
  

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)

※７        ＿＿＿＿＿＿＿＿

 

※７  平成21年９月１日付で株式会社ＫＳＳから譲受け

たＷセミナー事業に関して、拠点の統合に伴って

計上した固定資産除売却損、原状回復費、減損損

失、賃貸借契約解約損及びリース契約解約損を拠

点統合損失としてまとめて表示しております。拠

点統合損失に含まれる費目及び金額は次のとおり

であります。

固定資産除売却損 2,712千円

原状回復費 135,511

減損損失 41,189

リース契約解約損 9,930

賃貸借契約解約損 77,324

 合計 266,668
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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268,900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。

  

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25株は、単元未満株の買取りによるものであります。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類
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) 217 268,900 ― 269,117

合計 217 268,900 ― 269,117

株式の種類
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) 269,117 25 ― 269,142

合計 269,117 25 ― 269,142
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前事業年度(平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を

適用しております。 

  

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式 

         （単位：千円） 

 
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められ

るものであります。 

  

(有価証券関係)

区分 貸借対照表計上額

(1) 子会社株式 23,868

(2) 関連会社株式 －

合計 23,868
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(税効果会計関係)

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．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

(千円)

繰延税金資産

  未払事業所税加算 5,380

  未払事業税加算 29,488

  未払賞与加算 52,661

  賞与引当金加算 22,479

  法定福利費加算 8,716

  貸倒引当金加算 17,208

  返品廃棄損失引当金加算 50,244

  たな卸資産簿価切下額加算 122,489

  減損損失加算 143,372

  役員退職慰労未払金加算 56,932

  投資有価証券評価損否認 79,031

  その他有価証券評価差額金 20,127

  その他 1,983

繰延税金資産計 610,116

評価性引当額 △81,481

繰延税金資産合計 528,634

繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △280

繰延税金負債合計 △280

繰延税金資産の純額 528,353

 

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

(千円)

繰延税金資産

 未払事業所税加算 6,323

 未払事業税加算 2,037

 未払賞与加算 50,401

 賞与引当金加算 32,809

 法定福利費加算 10,411

 貸倒引当金加算 16,811

 返品廃棄損失引当金加算 43,016

 たな卸資産簿価切下額加算 146,114

 未払家賃加算 38,931

 減損損失加算 157,474

 役員退職慰労未払金加算 49,113

 投資有価証券評価損否認 64,205

 その他有価証券評価差額金 17,193

 営業権償却超過額 12,493

 その他 4,150

繰延税金資産計 651,490

評価性引当額 △84,881

繰延税金資産合計 566,608

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △527

繰延税金負債合計 △527

繰延税金資産の純額 566,081

 

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要な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.69

(調整)

  交際費の損金不算入額 0.76

  受取配当金益金不算入額 △0.88

  住民税均等割 1.30

  貸倒引当金 1.23

  投資有価証券評価損 5.67

  その他 △0.75

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.02
 

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要な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.69

(調整)

 交際費の損金不算入額 4.23

 住民税均等割 8.37

 評価性引当額の増減 1.41

 源泉所得税等 △1.06

 その他 △0.62

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.02
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(注)  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自  平成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 219.50円 １株当たり純資産額 187.55円

１株当たり当期純利益金額 39.56円 １株当たり当期純利益金額 6.21円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

前事業年度
(自  平成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)

当期純利益(千円) 723,922 113,274

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 723,922 113,274

普通株式の期中平均株式数(千株) 18,300 18,234
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前事業年度(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。 

  

当事業年度(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。 

  

  

(重要な後発事象)

TAC(株) （4319） 平成22年3月期 決算短信

- 71 -




