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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 37,582 △5.2 3,292 11.8 2,999 4.2 909 △38.0

22年3月期 39,659 △3.9 2,944 0.7 2,877 16.9 1,465 ―

（注）包括利益 23年3月期 1,173百万円 （△24.0％） 22年3月期 1,544百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 49.35 ― 9.4 10.5 8.8
22年3月期 84.44 ― 17.5 10.3 7.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 29,078 11,254 36.5 520.86
22年3月期 27,819 9,155 31.1 505.07

（参考） 自己資本   23年3月期  10,614百万円 22年3月期  8,654百万円

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

23年3月期 3,907 △2,984 △1,490 3,794
22年3月期 3,141 1,928 △2,017 4,361

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 6.00 ― 10.00 16.00 284 18.9 3.4
23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 376 40.5 3.9

24年3月期(予想) ― 10.00 ― 10.00 20.00 34.0

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 20,170 10.0 2,130 6.5 2,040 10.4 777 12.7 38.15
通期 41,000 9.1 3,600 9.4 3,430 14.3 1,200 32.0 58.88



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料Ｐ.22「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有

② ①以外の変更  ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 21,873,024 株 22年3月期 18,873,024 株

② 期末自己株式数 23年3月期 1,493,478 株 22年3月期 1,737,419 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 18,416,965 株 22年3月期 17,359,212 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続きが実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料Ｐ.２「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
 
（決算補足説明資料の入手方法について） 
 当社は、平成23年５月18日（水）にアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催後当社ホームページ
に掲載する予定です。 



  

※ 開示の省略 

個別財務諸表等の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事項については、開示を省略しており

ます。 
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（１）経営成績に関する分析 

 ①当連結会計年度の概況 

当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）におけるわが国の経済は、企業収益の改善があっ

たものの、デフレへの懸念や雇用不安等により、先行きに注意を要する状況で推移しました。さらに、本年３月11日

に発生した東日本大震災は、国民生活と企業の活動に甚大な影響を及ぼしました。 

当教育サービス業界におきましても、こうした経済情勢に加えて、少子化による学齢人口減少の影響もあって、厳

しい経営環境が続いております。一方で、ハイレベルな学習指導への期待、学習内容の増加に主眼を置く新学習指導

要領の実施（平成23年度より小学校で実施、さらに平成24年度より中学校、平成25年度より高校と順次実施予定）、

今般の文教政策・育児支援に関する議論の活発化等を背景に、教育全般及び当業界への社会の関心は高まりを見せて

おります。 

こうした状況のもとで、当社グループは、事業の方向性を教育サービス分野に特化し経営資源をこれに集中するこ

とにより、一層の成長を目指しております。 

また、平成21年12月に業務資本提携関係を結んだ㈱増進会出版社（Ｚ会グループ）と積極的に協働し、Ｚ会の通信

教育教材と当社の教室での対面スクーリングを組み合わせた新形態のサービスの浸透、教材の共同開発と販売ルート

の拡大、Ｚ会会員出身者を当社学習塾講師として採用するなどの施策を推進しており、これらの進捗と成果に鑑み、

平成22年10月15日付で同社と業務資本提携を強化する契約を締結いたしました。 

このほか、語学教育市場の開拓を目指して、平成22年10月５日付で㈱ネリーズグループ（英語教材を中心とする書

籍販売）、㈱サクソンコートパブリッシング（英語教材の出版・販売）及び㈱シェーンランゲージサービス（英会話

講師の派遣）、同11月19日付で㈱シェーンコーポレーション東関東、㈱シェーンコーポレーションジャパン、㈱シェ

ーンコーポレーション南関東及び㈱シェーンコーポレーション北関東（いずれも語学教室「シェーン英会話」の運

営）の合計７社を子会社化いたしました。なお、本年２月10日付で、㈱ネリーズグループは㈱ネリーズ、㈱シェーン

コーポレーション東関東は㈱シェーンコーポレーションにそれぞれ商号を変更し、さらに４月１日付で㈱ネリーズを

除く６社が、㈱シェーンコーポレーションを存続会社とする合併を実施しております。 

また、平成22年11月５日付で㈱リンクアンドモチベーション、同11月12日付で㈱進学会と業務提携を行い、さらに

㈱進学会とは平成23年３月18日付の業務資本提携契約の締結により協力体制を強化しております。このほか、㈱さな

るとも業務提携に向けた協議を進めるなど、当社グループの収益力強化のため、教育関連企業とのアライアンス等も

積極的に活用し、サービスの向上と学習塾とのシナジー効果の期待できる新市場への進出を図っております。 

当連結会計年度の当社グループの業績は、第４四半期連結会計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31日ま

で）に上記の語学関連企業の業績が加わったことによる増収がありましたが、事業の再編に伴う減収に加えて、東日

本大震災の発生等を受けて学習塾部門で一部の授業を実施できなかったことなどから、売上高は37,582百万円（前期

比5.2％減）となりました。他方、上記の事業再編に伴いコスト面の効率化が進んだことにより、営業利益は3,292百

万円（同11.8％増）、経常利益は2,999百万円（同4.2％増）となりました。また、当期純利益は、投資有価証券評価

損や効率化に伴う減損損失及び資産除去債務、さらに東日本大震災関連の特別損失の発生等があったものの909百万

円（同38.0％減）となりました。 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

〔教育事業〕 

教育事業の学習塾部門（学習塾「栄光ゼミナール」等）におきましては、当連結会計年度には８校を新設（新規

併設２校を含む）するとともに、出校エリアの 適化に伴い12校を統廃合したことにより、合計で384校体制（併

設64校を含む）となりました。運営面では、生徒数が期首に伸び悩んだことを受けて、各教室において学習指導・

営業推進の両面を強化するとともに、テレビＣＭの放映等の広告宣伝に継続して注力することにより、認知度の一

層の向上と新規のお客様からの問い合わせの増加・入塾の促進に努めました。これらの結果、生徒数は概ね回復基

調で推移し、期中平均生徒数は69,315名（前期比0.1％増）となりました。 

１．経営成績
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語学教育部門（語学教室「シェーン英会話」等）におきましては、当社の連結子会社化以降、収益性の向上と運

営面の効率化を目指して、６社合併の準備をはじめ、体制・業務の再構築と広告宣伝の強化等の施策を推進してま

いりました。同部門は、首都圏を中心に中京・近畿圏及び福岡県で教室を展開しており、本年３月31日現在の同部

門の教室数は196校（フランチャイズ教室45校含む）、期中平均生徒数は直営教室とフランチャイズ教室を合わせ

て19,769名となっております。 

当連結会計年度のセグメントの業績は、東日本大震災の発生等を受けて学習塾部門で一部の授業を実施できなか

ったことなどによる減収があった一方、語学教育部門の業績が第４四半期連結会計期間から加わったことにより、

売上高は30,681百万円（前期比0.2％増）となりました。しかしながら、上記の学習塾部門の減収の影響等によ

り、セグメント利益は4,441百万円（同3.8％減）となりました。 

 なお、当連結会計年度に実施した学習塾部門における教室の新設・新規併設・統廃合及びブランド展開の状況は

下記のとおりであります。 

《新設・新規併設・統廃合校》 

新 設 校  上野毛校、西国分寺校（以上、東京都） 井土ヶ谷校（神奈川県） 

東所沢校（埼玉県） 海浜幕張校、八千代中央校（以上、千葉県） 

新規併設校  ナビオ高田馬場校、ナビオ吉祥寺校（以上、東京都） 

統 廃 合校  尾山台校、大鳥居校（以上、東京都） 江田校、湘南台校（以上、神奈川県） 

北本校、ナビオ蕨校（以上、埼玉県） 二和向台校、ビザビ行徳校（以上、千葉県） 

宇都宮駅東校、宇都宮御幸ヶ原校（以上、栃木県） 南光台校（宮城県） 

南町校（北海道） 

《ブランド展開の状況》 

 （平成23年３月31日現在 教室数には併設校を含む） 

（注）「栄光ゼミナール」は主に小中学生を対象とする進学指導塾、「ナビオ」は現役高校生を対象とする

学習塾、「ビザビ」は個別指導専門塾であります。 

〔教育ソリューション事業〕 

教育ソリューション事業の中核である㈱エデュケーショナルネットワークにおきましては、学習塾用教材・テス

トの販売を行う教育コンテンツ部門、私学の生徒募集活動を支援する募集広告部門「スクールネットワーク」、教

職員の派遣・紹介部門「イー・スタッフ」等の部門が一層の連携を深めることにより、ソリューションの強化を推

進しております。さらに、㈱ネリーズの語学教材部門が同事業に加わったことにより、サービスの幅が一層広がり

ました。 

当連結会計年度のセグメントの業績は、教職員の派遣・紹介部門及びオフィスサプライ部門等がやや伸び悩みま

したが、平成23年度からの小学校における新学習指導要領の実施に向けて、教育コンテンツ部門で小学生対象の教

材等の売上が伸びたこと、語学教材部門の業績が第４四半期連結会計期間から加わったことなどにより、売上高は

5,619百万円（前期比0.5％増）となりました。また、セグメント利益は、上記語学教材部門の業績が加わったこと

や、㈱エデュケーショナルネットワークにおける全般的なコストの抑制等により803百万円（同5.6％増）となりま

した。 

  

〔その他事業〕 

その他事業におきましては、平成20年３月期より教材印刷等を行う印刷部門等、教育サービスとの関連性が高い

部門への経営資源の集中、抜本的な事業の見直しと再編を進めてまいりました。これに伴い、当連結会計年度のセ

グメントの業績は、売上高は1,280百万円（前期比62.8％減）となりましたが、セグメント利益は、上記の事業再

編による効率化に加えて印刷部門におけるコストの抑制もあり、85百万円（前期316百万円の営業損失）と黒字転

換いたしました。 

  

栄光ゼミナール ナビオ ビザビ 合計 

305 校 30 校 49 校 384 校 
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 ②次連結会計年度の見通し  

次連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）の業績につきましては、当連結会計年度に連結子

会社化した語学関連企業各社の通年の業績が加わることなどから、連結売上高は41,000百万円（当期比9.1％増）と

400億円台を上回る見込みであります。利益面につきましても、学習塾部門における収益基盤の強化や業務の効率化

等により連結営業利益は3,600百万円（同9.4％増）、連結経常利益は3,430百万円（同14.3％増）、連結当期純利益

は1,200百万円（同32.0％増）と、いずれも増益を見込んでおります。 

セグメント別の主な施策は次のとおりであります。 

〔教育事業〕 

教育事業の学習塾部門におきましては、首都圏を中心に15校程度の新校展開（新規併設を含む）を行い、教室ネ

ットワークの拡充を図ります。また、既存校についてもリニューアル、教師のレベルアップの取組みに注力し、生

徒・保護者の満足度の向上を目指すほか、ウェブを活用した教材の普及、業務提携先である㈱増進会出版社（Ｚ会

グループ）及び㈱進学会との連携による新たなサービスの開発と普及等にも努めてまいります。 

また、語学教育部門では、当連結会計年度に引き続き収益力の強化に取り組むほか、運営システムの再構成、オ

リジナル教材の改訂・開発等を進め、事業者間競争に勝ち抜ける体制の確立を目指す方針であります。 

〔教育ソリューション事業〕 

教育ソリューション事業の中核である㈱エデュケーショナルネットワークにおきましては、新学習指導要領に沿

った教材の改訂と販売の促進、大学入学予定者及び大学生を対象とする補習（リメディアル教育）等の新サービス

の開拓に取り組んでまいります。さらに、㈱増進会出版社（Ｚ会グループ）及び㈱進学会との提携も積極的に活用

し、新教材の開発、商材のラインナップの充実と販路の拡大に一層注力する方針であります。また、㈱ネリーズが

担う語学教材部門におきましても、㈱エデュケーショナルネットワークを始めとするグループ内各部門と連携し

て、販路の拡大と商品開発力の向上に努めてまいります。 

〔その他事業〕 

その他事業におきましては、㈱エデュプレスが担う印刷部門について、ウェブソリューション等の新しいビジネ

スモデルの開発や価格競争力の向上に引き続き努める方針であります。 

  

なお、当社はグループ経営機能の強化や戦略的なアライアンスへの機動的な対応等を図るため、平成23年６月開催

予定の定時株主総会での承認決議等、所定の手続きを経た上で持株会社体制に移行する計画であります。完全親会社

となるの栄光ホールディングス㈱については、平成23年10月３日に設立を予定しており、上記のセグメント別の施策

と並行して必要な準備・事務手続きを進めてまいります。（持株会社体制への移行計画等の詳細につきましては、本

日発表の「単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ」をご参照ください。）  
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（２）財政状態に関する分析  

〔資産、負債及び純資産の状況〕 

当連結会計年度末の財政状態につきましては、資産の額は、前連結会計年度末に比べ1,259百万円増加し、

29,078百万円（前期末比4.5％増）となりました。これは主に、繰延税金資産の減少等がありましたが、新たに

連結範囲に加わった語学関連企業７社の資産受入及びのれんの発生、不動産の取得等により増加したものであり

ます。  

負債の額は、前連結会計年度末に比べ840百万円減少し、17,824百万円（同4.5％減）となりました。これは主

に、借入金の返済を進めたことによる減少等であります。 

純資産の額は、前連結会計年度末に比べ2,099百万円増加し、11,254百万円（同22.9％増）となりました。こ

れは主に、第三者割当増資による株式の発行に伴う資本金及び資本剰余金の増加、当期純利益の発生等による利

益剰余金の増加等によるものであります。 

  

〔キャッシュ・フローの状況〕 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益の増加及び第三者割当増資による株

式の発行による収入がありましたが、借入金の返済及び有形固定資産の取得による支出等により、前連結会計年

度末に比べ566百万円減少し、当連結会計年度末には3,794百万円（前期末比13.0％減）となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度には前連結会計年度に比べ766百万円増加し、3,907

百万円（同24.4％増）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の増加等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度には前連結会計年度に比べ4,913百万円減少し、

△2,984百万円（前期1,928百万円）となりました。これは主に、語学関連企業７社及び有形固定資産の取得に

よる支出等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度には前連結会計年度に比べ527百万円増加し、

△1,490百万円（同△2,017百万円）となりました。これは主に、第三者割当増資による株式の発行による収入

がありましたが、前連結会計年度より進めております借入金の返済等により減少したものであります。  

  

〔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．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。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

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おりま

す。 

  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

自己資本比率（％）  27.5  31.0  29.0  31.1  36.5

時価ベースの自己資本比率（％）  27.4  23.0  19.6  27.3  32.2

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（年） 
 7.7  5.1  6.0  3.8  2.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 10.3  11.6  11.0  18.3  29.6
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の 重要政策のひとつと認識し、連結配当性向30％を目安に業績に

応じた柔軟な成果配分を行うことを基本方針としております。 

当連結会計年度におきましては、事業の再編に伴う税効果の影響もあった前連結会計年度と比較すると減益となっ

たものの、一定の当期純利益を確保することができたことを考慮し、期末配当金を当初の計画どおりに１株当たり10

円とさせていただく予定であります。この結果、年間配当金は中間配当10円と合わせて１株当たり20円となり、前連

結会計年度に比べ４円の増配となります。 

次連結会計年度につきましては、上記の基本方針に沿って、中間配当を１株当たり10円、期末配当を同じく10円と

させていただく計画であり、これにより年間配当金は当連結会計年度と同額の１株当たり20円となる予定でありま

す。 

なお、内部留保につきましては、新校の展開、既存校のリニューアル、新サービスや教材の普及等、当社グループ

の持続成長を支えるための諸施策に活用する方針であります。 

  

（４） 事業等のリスク 

当社グループの事業活動、経営成績、株価等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクとして、下記の事項が想定さ

れます。 

なお、文中の将来に関する記載は、本資料の発表日（平成23年５月16日）現在の当社グループの判断に基づくもの

であります。 

①災害等発生のリスク 

当社グループは、教育事業の「栄光ゼミナール」「シェーン英会話」のほか、全国各地に事業所を展開しており

ます。これらの拠点が地震、火災、重大事故等の災害に巻き込まれた場合、お客様や従業員、設備等に重大なダメ

ージが及ぶ恐れがあります。また、各拠点の所在地周辺で新型インフルエンザ等の感染症が発生し、なおかつその

流行が長期化した場合、業務の遂行・継続に支障を来す恐れがあります。これらのリスクを回避するため、有事に

備えての支援体制・マニュアルの整備、安全対策研修の継続的な実施等の取組みを行ってまいりましたが、今般の

東日本大震災を受け、宮城県内在勤の従業員からの報告内容等も踏まえて、安全対策上の施策の総点検とさらなる

改良を進めております。 

しかしながら、これらの取組みにもかかわらず、想定を大きく上回る規模で災害等が発生した場合、人的・物

的・金銭的な損害が生じ、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

②ブランドリスク 

当社グループは、教育事業におきまして、学習塾「栄光ゼミナール」及び語学教室「シェーン英会話」等を展開

しております。学習塾部門では、サービスの充実を図るため、「保護者なんでも相談室」を設置し、寄せられたご

意見や問題点の指摘も踏まえて適宜教室や従業員への指導・監督を行っております。また、当連結会計年度に連結

子会社化いたしました語学教育部門におきましても、社内体制や業務の再構築を進め、指導・監督機能の強化を図

る方針であります。 

しかしながら、これらの取組みにもかかわらず、何らかの原因によりお客様や社会からの信頼が損なわれブラン

ドイメージが著しく低下した場合、生徒数が減少し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③人材確保及び育成のリスク 

当社グループは、教育事業の学習塾部門におきまして、優秀な非常勤講師を多数確保する必要があります。この

ため、募集活動に当たる部署の強化のほか、地域の教室管理部門ごとに集中研修を実施するなど、採用後のレベル

アップにも絶えず注力しております。同様に語学教育部門におきましても、ネイティブ講師の確保が不可欠なた

め、英国内の機関と連携して、ＴＥＳＯＬ（Teaching English to Speakers of Other Languages 英語を母国語

としない人に英語を教授する資格）の有資格者を中心に講師の採用に注力しております。 

しかしながら、これらの取組みにもかかわらず、講師の継続的かつ安定的な採用・育成が困難になった場合、教

室での指導の質が低下し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④個人情報取扱いのリスク 

当社グループは、教育事業におきまして、多数のお客様の個人情報をデータベース化し学習指導等に利用してい

るほか、すべての事業において、お客様、お取引先、従業員等の個人情報をお預かりしております。これらの情報

の流出・漏えいを防止し適正に利用するため、社内の管理体制の整備・運用、従業員の意識向上を目的とする研修

の実施等の施策を推進しております。 

しかしながら、これらの取組みにもかかわらず、何らかの原因により個人情報が流出した場合、当社グループへ

の信用が失われ、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑤システム障害発生のリスク 

当社グループは、教育事業におきまして、コンピュータシステム及びネットワーク網を整備することにより教室

の事務・経理処理を集約化しているほか、すべての事業において、顧客管理・人事処理・会計業務等にシステムを

導入しております。これらのシステムを適正かつ継続的に運用するため、専門部署による稼動状況の監視と安全性

の検証、情報管理規程類の運用等を行っております。 

しかしながら、これらの取組みにもかかわらず、何らかの原因によりシステムに障害が発生した場合、種々の業

務遂行が困難になり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥法的規制強化のリスク 

当社グループは、教育事業における消費者契約法や特定商取引法等、種々の法的規制のもとで事業活動を行って

おります。これらの法令遵守を徹底するため、コンプライアンス研修等を実施しているほか、関係省庁や全国学習

塾協会、全国外国語教育振興協会の指導も受けながら、法令や契約等に関連する社内制度・管理体制の継続的な改

善に努めております。 

しかしながら、法的規制が著しく強化された場合には、これに対応するための費用の発生や減収により、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦のれんの計上によるリスク 

当社グループは、連結貸借対照表に相当額ののれんを計上しております。これらを対象とする事業において、業

績拡大、企業価値の向上への取組みにもかかわらず、経営環境や事業の状況の著しい変化等により収益性が低下し

た場合には、のれんの減損損失の発生により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（１）会社の経営の基本方針 

教育とは、人間の成長や人生設計の手助けをする点で、未来に関わりを持つ、極めて責任の重い行為と言えます。

当社グループは、基本理念「ＰＲＯＶＩＤＡ 学び、未来を変えよう」に基づき、学習塾「栄光ゼミナール」をコア

に、教育やその支援を通じて社会に貢献することを目指しております。 

この理念を日常業務の取り組みに反映させたものが、以下の「栄光グループ行動憲章」であり、全従業員の行動の

指針と内部統制の根幹となっております。 

〈栄光グループ行動憲章〉 

Ⅰ．お客さまの満足と信頼 

社会的に有益な製品・サービスを安全性や個人情報の保護に十分配慮して提供し、お客さまの満足と信頼を獲

得します。 

Ⅱ．適正な企業活動 

公正、透明で適正な企業活動を行います。また、行政との健全かつ正常な関係を保ちます。 

Ⅲ．新事業の開拓 

旧来の常識にとらわれることなく、常に新しい製品、サービスおよび新事業を開拓し、豊かな未来を築くため

に貢献します。 

Ⅳ．公正な情報の開示 

株主はもとより、広く社会とコミュニケーションをはかり、企業情報を適時かつ公正に開示します。 

Ⅴ．人権の尊重 

すべての行動において、人権や個人の多様性、人格、個性を尊重し、１人ひとりのゆとりと豊かさを実現しま

す。 

Ⅵ．社会貢献活動 

社会の一員であることを自覚し、「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行います。 

  

（２）目標とする経営指標 

当社グループは、連結売上高営業利益率を配当還元と事業展開に不可欠な資金の確保に関する指標としてのほか、

経営の効率化の観点からも重視し、10％超の早期達成を目標としております。  

事業の方向性を教育に特化するとの方針のもと、教育サービスの拡充とグループ経営の効率化を加速した平成20年

３月期以降、連結売上高営業利益率は毎期伸長しており、引き続き成長性と効率性を意識した事業活動を展開し、目

標の達成を目指してまいります。  

２．経営方針
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（３）中長期的な会社の経営戦略 

今般わが国の合計特殊出生率は極めて低い水準にあり、官民で出産・育児支援のさまざまな取組みが行われている

ものの、当面はこの傾向が続くものと思われます。他方、学力低下問題の顕在化を背景として、急速に設立が進んだ

公立中高一貫校に多くの志願者が集まるなど、より質の高い教育を求める声はますます強まっております。社会全体

の潮流としても、学習内容の増加に主眼を置く新学習指導要領の実施、文教・育児支援政策に関する議論の活発化、

企業における英語公用語化の動き等を受けて、教育全般及び教育サービス業界への関心は高まりを見せており、今後

のニーズの増大が期待されるところであります。こうした環境のもと、当社グループの主要な事業領域である学習塾

業界は、高度な指導ノウハウ・情報力と資金力・人的資源を有する大規模事業者同士が激しく競争する時代に突入し

ており、さらなる顧客層の拡大やサービスの強化を目指して、アライアンスやＭ＆Ａも活発化しております。 

以上を踏まえて、当社グループは事業の方向性を教育に特化し、お客様にとって欠くことのできない「学びのパー

トナー」として、市場及び社会全般で確固たるポジションを獲得できるよう、サービスの拡充に邁進してまいりま

す。具体的には、新たな事業領域の創出・確立を目指して、語学教育部門の「シェーン英会話」の強化、主に低年齢

層を対象とする科学実験教室「栄光サイエンスラボ」やカルチャースクール「栄光キッズカレッジ」の普及、アライ

アンスも活用しての大学入学予定者・大学生向けリメディアル教育、社会人教育、通信教育の開拓等に注力し、対象

とするお客様の層の拡大を図ります。また、学習塾「栄光ゼミナール」を中心とする既存事業におきましても、新校

展開、既存校のリニューアル、教師のレベルアップに向けた研修等に引き続き注力するほか、お客様に提供可能な選

択肢の増強を目的として、ウェブを利用した学習システムの開発と充実、㈱増進会出版社（Ｚ会グループ）及び㈱進

学会の指導ノウハウの一部導入や教材の共同開発・販売等を段階的に推進してまいります。 

なお、当社はグループ経営機能の強化、アライアンスやＭ＆Ａ等への機動的な対応を図るため、平成23年６月開催

予定の定時株主総会での承認決議等、所定の手続きを経た上で持株会社体制に移行する計画であります。経営と執行

を分離する新たなグループ経営体制の構築により、前述のサービスの拡充策も一層スピーディに遂行してまいりま

す。 

  

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、重点的に対応すべき課題を次のとおりに認識しております。 

①教室の安全対策 

当社グループの事業の中核である学習塾部門において、「指導の充実」と「安心・安全な学習環境の提供」

は、お客様より一層のご信頼をいただき、業績の向上を目指していく上で欠くことのできない、言わば経営の両

輪であります。 

当社グループは、当社にコンプライアンス（法令遵守と安全対策）を統轄するセクションを設け、教室運営全

般に関する経験の豊富な専任担当者を配置しております。同セクションは、安全管理体制・各種マニュアルの整

備・維持、法令・契約実務やモラル、有事対応についての従業員研修の企画等を行うほか、グループ各社の指導

にも当たっております。 

今般の東日本大震災発生時には、当社代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置、上記コンプライア

ンス担当セクションのほか、社内各部署・グループ各社から人員を配置して宮城県内の拠点との連絡、情報の収

集・分析、支援物資の手配、復興計画の検討を進め、早期に教室・事業拠点を再開することができました。これ

らの一連の活動、特に地震発生直後の初動対応で得られた注意点・反省点、さらに宮城県内在勤の従業員からの

報告内容等も踏まえて、安全対策上の施策の総点検と改良を進めるなど、今後も教室の安全管理のレベルアップ

に注力してまいります。 

②持株会社体制への移行と事業領域の拡大 

当社グループの主な事業領域である学習塾業界は、少子化による学齢人口の減少という市場規模自体の縮小傾

向等により、大規模事業者を中心に激しい顧客獲得競争が続いております。こうした環境のもとで企業として持

続的な成長を遂げていくためには、既存事業の拡大・充実のみならず、これに隣接する分野を中心に、新市場の

開拓を図ることが不可欠と認識しております。これを踏まえて、当社は平成22年10月、11月に語学関連企業７社

（現在は㈱シェーンコーポレーション及び㈱ネリーズの２社に再編）を子会社化し、隣接市場へ進出しておりま

す。 

さらに、中長期にわたり当社グループの企業価値の向上を図るためには、より機動的な意思決定を行う体制の

確立、経営資源の適切な配分やグループのガバナンスの強化等が必要との判断のもと、当社は平成23年６月開催

予定の定時株主総会での承認決議等、所定の手続きを経た上で持株会社体制に移行する計画であります。これに

より、当社グループは経営方針・計画策定機能を持株会社に集約し、経営の迅速化・高度化を図るとともに、さ

らなる事業領域の拡大、アライアンス、Ｍ＆Ａ等を検討・推進する一方、各子会社（㈱栄光、㈱エデュケーショ

ナルネットワーク、㈱エデュプレス、㈱シェーンコーポレーション、㈱ネリーズ等）は業務執行に集中し、市場

動向への機動的な対応と業績の拡大に邁進してまいります。 
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③アライアンスの活用・深化 

当社グループは、今般の非常に厳しい経営環境を踏まえて、お客様に一層魅力的な教育サービスを開発・提供

するとともに、重点課題である隣接市場の開拓を促進するため、㈱増進会出版社（Ｚ会グループ）、㈱進学会及

び㈱リンクアンドモチベーションとアライアンスを構築しております。 

これに基づき実施している施策のうち、主要なものは次のとおりであります。 

Ⅰ．㈱増進会出版社（Ｚ会グループ）との業務資本提携 

◇Ｚ会の通信教育教材と当社の教室での対面スクーリングを組み合わせた新形態のサービスの確立 

◇教材等のコンテンツの共同開発・共有と販売ルートの拡大 

◇Ｚ会会員出身者の当社非常勤講師としての採用 

Ⅱ．㈱進学会との業務資本提携 

◇小学生・中学生・高校生・高卒生向け学習指導ノウハウ・教材・コンテンツの共有・相互活用 

◇当社の運営する科学実験教室「栄光サイエンスラボ」の手法・コンテンツの共有 

◇小学生対象の英語指導に関する協働 

Ⅲ．㈱リンクアンドモチベーションとの業務提携 

◇モチベーションアップを促すノウハウを取り入れた学習塾の共同設立・運営 

◇大学向け経営コンサルティング、新卒学生の職業紹介、大学生・社会人向け教育サービスを行う企業の共

同設立・運営 

当社グループは、より一層の持続成長を果たしていく上で、これらのアライアンスが極めて重要なファクター

になるものと認識しており、今後も積極的な活用、各社との相互信頼と協力関係の強化に努める方針でありま

す。  
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（５）その他、会社の経営上重要な事項 

（㈱二期リゾートの全株式譲渡） 

当社は、平成22年４月27日開催の取締役会の決議に基づき、当社グループの経営資源を中核事業である「教育事

業」「教育ソリューション事業」に集中させ、経営の効率化を図ることを目的として、ホテルの経営等を行う当社

の子会社の㈱二期リゾートの全株式を、平成22年５月１日に㈱ゼロディグリーズジャパンへ譲渡いたしました。  

なお、当該株式譲渡にあたり、当社は、㈱二期リゾートが発行した新株7,600株の増資額全額（380,000千円）の

引受け及び㈱二期リゾートに対する貸付金2,127,000千円に相当する債権放棄を行っております。 

  

（業務資本提携契約の締結） 

１．㈱増進会出版社との業務資本提携契約  

当社は、平成22年10月15日開催の取締役会において、当社の業務資本提携先である㈱増進会出版社との間

で、提携内容を拡充することについて決議を行い、同日付で業務資本提携契約を締結いたしました。 

業務資本提携の概要は、下記のとおりとなっております。 

  

（１）業務資本提携契約先の概要 

①名称              ㈱増進会出版社 

②所在地             静岡県駿東郡長泉町下土狩字柄在家105番地の17 

③代表者の役職・氏名       代表取締役社長 加藤 文夫 

④事業内容            通信教育事業、首都圏及び関西圏での教室事業、出版事業、 

                 模擬試験の運営 

⑤資本金             264百万円 

  

（２）業務提携の概要 

平成21年12月29日締結の業務資本提携における提携項目に、以下の項目を追加しております。  

①学習指導サービスの相互協力 

②教材共有・共同開発の相互協力 

③講師募集及び研修等人材関連の相互協力 

④イベントの共催及び共同広告等の営業関連の相互協力  

⑤社会人向けサービスでの協業 

  

（３）資本提携の概要 

第三者割当による新株式発行   

①発行する株式の種類及び数    普通株式 3,000,000株 

②発行価額            １株につき金381円 

③発行価額の総額         1,143,000,000円 

④資本組入額           １株につき金191円 

⑤資本組入額の総額        573,000,000円 

⑥発行のスケジュール       申込期間 平成22年11月15日 

                 払込期日 平成22年11月15日 

⑦資金の使途           英語教育事業への投資、教材開発等 

⑧その他 

㈱増進会出版社は、当社との業務資本提携を前提として、中長期的に当該第三者割当増資により割

り当てられる当社株式を保有する意向であり、当社と㈱増進会出版社との間で、当該株式について、

㈱増進会出版社が原則として払込期日から平成25年１月14日まで継続して保有することを合意してお

ります。 
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２．㈱リンクアンドモチベーションとの業務提携契約  

当社は、平成22年11月５日開催の取締役会において、㈱リンクアンドモチベーションとの間で、教育事業・

人材育成事業の新しいサービスを提供するため業務提携を行うことを決議し、同日付で業務提携契約を締結い

たしました。当該契約に基づき、同日には「㈱モチベーションアカデミア」を、また、平成23年１月25日に

は、当社の業務資本提携先である㈱増進会出版社とも共同して「㈱レイズアイ」を、それぞれ合弁会社として

設立する株主間契約を締結しております。 

業務提携の概要は、下記のとおりとなっております。 

  

（１）業務提携契約先の概要 

①名称              ㈱リンクアンドモチベーション 

②所在地             東京都中央区銀座三丁目７番３号銀座オーミビル 

③代表者の役職・氏名       代表取締役社長 小笹 芳央 

④事業内容            モチベーションエンジニアリングによる企業変革 

                 コンサルティング 

⑤資本金             979百万円 

  

（２）業務提携の概要 

教育事業・人材育成事業において、相互のノウハウを融合した多様なサービスを共同で提供。 

  

（３）合弁会社「㈱モチベーションアカデミア」の概要 

①名称              ㈱モチベーションアカデミア 

②所在地             東京都中央区銀座三丁目７番３号銀座オーミビル 

③代表者の役職・氏名       代表取締役社長 小笹 芳央 

④事業内容            モチベーションエンジニアリングを取り入れた学習塾の運営を 

                 中心とした教育事業 

⑤資本金等の額          160百万円（資本金80百万円、資本準備金80百万円） 

⑥設立年月日           平成22年11月19日 

⑦出資比率            当社49％  

  

（４）合弁会社「㈱レイズアイ」の概要 

①名称              ㈱レイズアイ 

②所在地             東京都中央区銀座三丁目７番３号銀座オーミビル 

③代表者の役職・氏名       代表取締役社長 小笹 芳央 

④事業内容            大学向け経営コンサルティング、新卒学生の職業紹介 

                 及び大学生・社会人向け教育サービス等 

⑤資本金等の額          300百万円（資本金150百万円、資本準備金150百万円） 

⑥設立年月日           平成23年２月２日 

⑦出資比率            当社20％  
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３．㈱進学会との業務資本提携契約  

当社は、平成23年３月18日開催の取締役会において、当社の業務提携先である㈱進学会との間で、提携内容

を拡充することについて決議を行い、同日付で業務資本提携契約を締結いたしました。 

業務資本提携の概要は、下記のとおりとなっております。 

  

（１）業務資本提携契約先の概要 

①名称              ㈱進学会 

②所在地             北海道札幌市白石区本郷通一丁目北１番15号 

③代表者の役職・氏名       代表取締役社長 平井 崇浩 

④事業内容            学習塾の継続授業、講習会、公開模擬試験の運営 

                 教育用コンピュータソフトの開発と販売促進 

                 スポーツクラブ・マンションの経営 

⑤資本金             3,984百万円 

  

（２）業務提携の概要 

平成22年11月12日締結の業務提携契約の提携内容の強化、人事交流 

  

（３）資本提携の概要 

①取得する株式の種類及び数    当社普通株式1,178,000株（議決権所有割合5.4％）の取得 

②その他 

㈱進学会は、平成23年３月18日の取締役会決議に基づき、平成23年５月を目途に、当社株式

4,895,856株（議決権所有割合22.7％）を保有する有限会社信和管財の全株式を取得する予定であり、

当該間接保有分を含め、当社との業務資本提携を前提として、中長期的に当社株式を保有する旨の同意

を得ております。  

   

（語学関連企業７社の株式取得） 

当社は、総合的な教育サービスの提供を目指し、学習塾事業の隣接市場への自社マーケット拡大にも注力してお

ります。なかでも、語学関連事業においては、小学校における英語教育の必修化、学習指導要領の改訂に伴う中学

校・高校における「聞く」「話す」重視への転換等、事業環境の変化に対応したサービスの一層の強化・拡充を必

要としております。 

このため、当社は、サクソンコートホールディングス社より、平成22年10月５日に、㈱ネリーズグループ（現 

㈱ネリーズ）、㈱サクソンコートパブリッシング及び㈱シェーンランゲージサービス、また、平成22年11月19日

に、㈱シェーンコーポレーションジャパン、㈱シェーンコーポレーション北関東、㈱シェーンコーポレーション東

関東（現 ㈱シェーンコーポレーション）及び㈱シェーンコーポレーション南関東の語学関連企業７社の全株式を

取得しております。 

  

（長期コミットメントライン契約の締結） 

当社は、平成23年３月31日付で、資金繰りの安定を図るとともに、今後の事業展開で必要とされる資金需要に対

して、資金調達の機動性及び安定性を確保することを目的として、㈱みずほ銀行など４行と融資枠30億円、契約期

間を３年間とする長期コミットメントライン契約をシンジケーション方式により締結しております。 
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３．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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,898,695 4,327,033

受取手形及び売掛金 2,409,191 2,377,220

有価証券 19,937 18,569

商品及び製品 695,383 945,761

仕掛品 165,863 116,805

原材料及び貯蔵品 79,809 63,340

販売用不動産 77,540 －

繰延税金資産 1,093,948 435,275

その他 1,338,996 1,330,157

貸倒引当金 △28,850 △30,920

流動資産合計 10,750,515 9,583,243

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,475,680 7,412,137

減価償却累計額 △4,531,285 △3,006,673

建物及び構築物（純額） 5,944,394 4,405,463

土地 3,771,593 3,768,503

建設仮勘定 10,700 75,520

その他 2,266,125 1,867,259

減価償却累計額 △1,662,818 △1,436,904

その他（純額） 603,307 430,354

有形固定資産合計 10,329,995 8,679,842

無形固定資産   

のれん － 1,193,158

その他 836,557 1,076,236

無形固定資産合計 836,557 2,269,395

投資その他の資産   

投資有価証券 944,550 965,240

長期貸付金 173,929 191,471

敷金及び保証金 3,541,349 3,321,539

投資不動産 － 4,854,361

減価償却累計額 － △1,890,862

投資不動産（純額） － 2,963,499

繰延税金資産 923,309 879,200

その他（純額） 720,697 643,725

貸倒引当金 △401,130 △418,247

投資その他の資産合計 5,902,705 8,546,429

固定資産合計 17,069,258 19,495,667

資産合計 27,819,774 29,078,911
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 960,685 1,125,594

短期借入金 7,533,007 5,780,184

1年内償還予定の社債 154,600 100,000

未払費用 1,845,846 1,816,017

未払法人税等 437,149 172,200

前受金 429,742 1,123,772

返品調整引当金 33,111 6,986

賞与引当金 － 26,325

災害損失引当金 － 3,314

事業整理損失引当金 262,204 －

その他 1,383,149 1,527,419

流動負債合計 13,039,496 11,681,815

固定負債   

社債 200,000 100,000

長期借入金 3,381,998 4,014,124

退職給付引当金 1,390,018 1,608,611

その他 653,125 419,785

固定負債合計 5,625,142 6,142,520

負債合計 18,664,639 17,824,335

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,692,711 2,265,711

資本剰余金 2,529,702 3,103,144

利益剰余金 5,265,568 5,830,526

自己株式 △719,464 △618,450

株主資本合計 8,768,517 10,580,931

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △113,696 34,043

その他の包括利益累計額合計 △113,696 34,043

少数株主持分 500,314 639,601

純資産合計 9,155,135 11,254,575

負債純資産合計 27,819,774 29,078,911
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 39,659,256 37,582,187

売上原価 27,095,709 25,486,516

売上総利益 12,563,546 12,095,671

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,295,498 2,395,416

給料及び手当 2,645,482 2,251,951

退職給付費用 70,680 56,091

役員退職慰労引当金繰入額 20,383 －

貸倒引当金繰入額 4,917 5,952

賞与引当金繰入額 － 9,004

その他 4,582,250 4,085,152

販売費及び一般管理費合計 9,619,213 8,803,568

営業利益 2,944,333 3,292,103

営業外収益   

受取利息 32,020 14,000

受取配当金 20,577 20,846

投資有価証券売却益 15,213 －

投資事業組合運用益 126,505 －

受取賃貸料 － 415,622

その他 63,821 46,913

営業外収益合計 258,138 497,382

営業外費用   

支払利息 168,907 132,249

貸倒引当金繰入額 － 54,923

自己株式取得費用 54,979 －

支払手数料 74,208 －

賃貸費用 － 530,578

その他 26,972 72,116

営業外費用合計 325,067 789,868

経常利益 2,877,404 2,999,617

特別利益   

固定資産売却益 3,557 764

貸倒引当金戻入額 332,359 8,580

保険解約返戻金 52,308 32,499

その他 27,646 8

特別利益合計 415,871 41,853
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 20,303 129,932

固定資産除却損 261,074 12,258

投資有価証券評価損 94,542 350,387

事業整理損 322,140 －

会員権評価損 10 3,542

役員退職功労金 232,220 －

災害による損失 － 92,797

減損損失 649,753 288,805

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 122,278

その他 188,098 94,430

特別損失合計 1,768,143 1,094,434

税金等調整前当期純利益 1,525,132 1,947,036

法人税、住民税及び事業税 699,340 320,249

法人税等還付税額 △19,484 －

法人税等調整額 △687,648 601,945

法人税等合計 △7,791 922,195

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,024,841

少数株主利益 67,061 115,828

当期純利益 1,465,862 909,012
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,024,841

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 148,206

その他の包括利益合計 － ※2  148,206

包括利益 － ※1  1,173,047

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 1,056,688

少数株主に係る包括利益 － 116,359

㈱栄光（9789）　平成23年３月期　決算短信

－ 17 －



（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,692,711 1,692,711

当期変動額   

新株の発行 － 573,000

当期変動額合計 － 573,000

当期末残高 1,692,711 2,265,711

資本剰余金   

前期末残高 2,527,782 2,529,702

当期変動額   

新株の発行 － 570,000

自己株式の処分 1,920 3,441

当期変動額合計 1,920 573,441

当期末残高 2,529,702 3,103,144

利益剰余金   

前期末残高 4,025,864 5,265,568

当期変動額   

剰余金の配当 △226,157 △344,054

当期純利益 1,465,862 909,012

当期変動額合計 1,239,704 564,957

当期末残高 5,265,568 5,830,526

自己株式   

前期末残高 △6,722 △719,464

当期変動額   

自己株式の取得 △1,960,798 △25

自己株式の処分 1,248,055 101,040

当期変動額合計 △712,742 101,014

当期末残高 △719,464 △618,450

株主資本合計   

前期末残高 8,239,634 8,768,517

当期変動額   

新株の発行 － 1,143,000

剰余金の配当 △226,157 △344,054

当期純利益 1,465,862 909,012

自己株式の取得 △1,960,798 △25

自己株式の処分 1,249,976 104,481

当期変動額合計 528,882 1,812,414

当期末残高 8,768,517 10,580,931

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △124,923 △113,696

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,227 147,739

当期変動額合計 11,227 147,739

当期末残高 △113,696 34,043
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 16,707 500,314

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 483,606 139,286

当期変動額合計 483,606 139,286

当期末残高 500,314 639,601
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 1,525,132 1,947,036

減価償却費 1,123,978 1,118,924

減損損失 649,753 288,805

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 122,278

災害損失 － 92,797

貸倒引当金の増減額（△は減少） △372,295 59,406

退職給付引当金の増減額（△は減少） 79,584 149,504

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △447,171 －

その他の引当金の増減額（△は減少） 279,316 △248,829

受取利息及び受取配当金 △52,597 △34,847

支払利息 168,907 132,249

投資有価証券売却損益（△は益） △15,213 44

投資有価証券その他資産の評価損 96,270 350,387

持分変動損益（△は益） 108,744 －

投資事業組合運用損益（△は益） △126,505 8,582

関係会社株式売却損益（△は益） － 14,412

固定資産除売却損益（△は益） 277,819 142,191

売上債権の増減額（△は増加） 178,853 223,526

たな卸資産の増減額（△は増加） 95,800 △49,551

その他の資産の増減額（△は増加） 26,346 360,608

仕入債務の増減額（△は減少） △536,808 118,561

未払消費税等の増減額（△は減少） △102,852 76,423

その他の負債の増減額（△は減少） 615,901 △261,178

その他 △64,181 △2,112

小計 3,508,782 4,609,224

法人税等の支払額 △623,891 △745,062

法人税等の還付額 256,310 43,305

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,141,202 3,907,466

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 △36,213 △45,105

定期預金の払戻による収入 1,179,000 59,000

有形固定資産の取得による支出 △1,020,099 △2,140,948

有形固定資産の除却による支出 △190,400 △160,427

有形固定資産の売却による収入 41,817 116,818

投資有価証券の取得による支出 △107,459 －

投資有価証券の売却による収入 265,721 8,322

関係会社株式の売却による収入 － 90,270

関係会社株式の取得による支出 △44,660 △138,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △403,336

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △231,923

貸付けによる支出 △300 －

貸付金の回収による収入 1,365,711 24,904

その他投資活動による収入 1,149,465 658,463
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他投資活動による支出 △727,328 △857,326

利息及び配当金の受取額 53,510 35,431

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,928,766 △2,984,256

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 29,000,000 9,460,000

短期借入金の返済による支出 △32,263,332 △10,706,668

長期借入れによる収入 3,700,000 2,800,000

長期借入金の返済による支出 △2,192,436 △3,282,535

社債の償還による支出 △209,200 △154,600

割賦債務の増減額（△は減少） 744,183 △285,463

株式の発行による収入 － 1,137,971

自己株式の取得による支出 △1,960,798 △25

自己株式の売却による収入 1,249,976 104,481

配当金の支払額 △222,898 △349,506

少数株主への配当金の支払額 － △81,700

利息の支払額 △171,249 △132,007

少数株主からの払込みによる収入 307,800 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,017,955 △1,490,053

現金及び現金同等物に係る換算差額 508 77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,052,521 △566,766

現金及び現金同等物の期首残高 1,308,855 4,361,377

現金及び現金同等物の期末残高 4,361,377 3,794,610
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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の変更

  
当連結会計年度

（平成22年４月１日から 
平成23年３月31日まで） 

 連結の範囲に関する事項の変更 当連結会計年度より、㈱ネリーズ、㈱サクソンコートパブリッシング、㈱

シェーンランゲージサービス、㈱シェーンコーポレーションジャパン、㈱シ

ェーンコーポレーション北関東、㈱シェーンコーポレーション及び㈱シェー

ンコーポレーション南関東の７社の全株式を新たに取得したことにより、連

結の範囲に含めております。 

なお、前連結会計年度まで連結の範囲に含めていた㈱ケアネットワークス

及び㈱栄光教育文化研究所は清算したため、また、㈱産学社は平成22年４月

１日、㈱二期リゾートは平成22年５月１日に当社が保有していた全株式をそ

れぞれ譲渡したため、当連結会計年度より連結の範囲から除いており、連結

子会社は13社となっております。 

 連結子会社の事業年度等に関する事項

の変更 

当連結会計年度より新たに連結子会社となりました語学関連企業７社のう

ち、㈱サクソンコートパブリッシング及び㈱シェーンコーポレーション南関

東の決算日は12月31日、㈱シェーンコーポレーション北関東の決算日は１月

31日、㈱シェーンコーポレーションジャパンの決算日は５月31日、㈱シェー

ンランゲージサービスの決算日は９月30日であります。 

なお、連結財務諸表の作成にあたり上記５社につきましては、平成23年４

月１日をもって㈱シェーンコーポレーションと合併するため、直前日である

連結決算日において実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

語学関連企業７社のうち、㈱シェーンコーポレーションの決算日は５月31

日、㈱ネリーズの決算日は12月31日でありましたが、いずれも決算日を３月

31日に変更しております。  

上記７社につきましては、連結財務諸表の作成にあたっては、従来より連

結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しているため、連結

財務諸表に及ぼす影響はありません。  

 会計処理基準に関する事項の変更 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。 

 これにより、当連結会計年度の売上総利益は8,542千円減少、営業利益及

び経常利益はそれぞれ11,509千円減少し、税金等調整前当期純利益は

208,842千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は122,278千円であります。 

（企業結合に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21

号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基

準第22号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会

計基準第７号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月

26日）を適用しております。 
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当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  
※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  
（追加情報） 
当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） 
当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）

を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結
会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 

  
当連結会計年度

（平成22年４月１日から 
平成23年３月31日まで） 

  （不動産等賃貸収入及び不動産等賃貸原価） 

 従来、不動産等の賃貸収入は売上高、当該収入に対する費用については売

上原価として処理をしておりましたが、一部の連結子会社を除き当連結会計

年度よりそれぞれ営業外収益及び営業外費用として処理しております。 

 この変更は、当連結会計年度に、事業の方向性を教育の分野に特化し、経

営資源の集中を進めて行くにあたり、賃貸不動産の売却、賃貸物件の解約等

を行うことを経営方針として明確にしたこと、また、賃貸物件の減少に伴

い、売上高に占める不動産等の賃貸収入の割合が相対的に減少していること

により、賃貸部門を付随的な事業であると位置づけ、経営成績をより適正に

表示するために行ったものであります。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の売上高は

389,872千円減少、売上原価は496,961千円減少、売上総利益及び営業利益は

それぞれ107,089千円増加しておりますが、経常利益及び税金等調整前当期

純利益への影響はありません。 

 また、この変更に伴い、従来の有形固定資産の「建物及び構築物（純

額）」2,029,182千円(期首帳簿価額)、「土地」1,107,179千円（期首帳簿価

額）を投資その他の資産の「投資不動産（純額）」に、有形固定資産の「そ

の他（純額）」54,747千円（期首帳簿価額）を投資その他の資産の「その他

（純額）」に振り替えて表示しております。 

  （返品調整引当金） 

 従来、返品調整引当金は、法人税法の規定に基づく限度相当額（売上高基

準）にて計上しておりましたが、当連結会計年度より過去の返品実績率を勘

案した所要額を計上しております。 

 これは、システムの整備に伴い必要なデータが確保でき、出版物の種類別

の返品実績率を合理的に算定できるようになったことから、法人税法基準に

とらわれることなく返品調整引当金の額を計上する必要があると判断したた

め、変更したものであります。 

 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

(７) 連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 1,477,089千円

少数株主に係る包括利益 67,035千円

計 1,544,125千円

その他有価証券評価差額金 11,201千円
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 （注）１．事業区分は、サービス及び製品の種類・性質の類似性等を考慮し行っております。 

２．各事業の内容は次のとおりであります。 

３．当連結会計年度における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は2,120,532千円で

あり、主に提出会社の管理部門に係る費用であります。 

４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,945,484千円であ

り、その主なものは提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び提出

会社本部の管理部門に係る資産等であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には、無形固定資産及び長期前払費用とそれらに係る償却費が含まれておりま

す。 

  

 前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）において、当社及び連結子会社の事業はすべ

て国内で行われており、該当事項はありません。 

 前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）において、海外売上高がないため該当事項は

ありません。 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
前連結会計年度

（平成21年４月１日から 
平成22年３月31日まで） 

  
教育事業 
（千円） 

教育ソリューシ
ョン事業 

（千円） 

その他事業
（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 
 30,626,653 5,590,734 3,441,868 39,659,256  － 39,659,256

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 35,691 2,155,307 1,633,388 3,824,386 (3,824,386) －

計  30,662,345 7,746,041 5,075,256 43,483,643 (3,824,386) 39,659,256

営業費用  26,044,970 6,985,449 5,392,111 38,422,532 (1,707,609) 36,714,922

営業利益又は営業

損失(△) 
 4,617,374 760,591 △316,855 5,061,110 (2,116,777) 2,944,333

Ⅱ 資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出 

            

資産  12,111,692 2,743,426 4,915,561 19,770,681  8,049,092 27,819,774

減価償却費  755,791 93,565 191,936 1,041,292  82,685 1,123,978

減損損失  371,718 － 243,941 615,659  34,093 649,753

資本的支出  989,891 91,337 477,618 1,558,847  79,146 1,637,994

事業区分 主な事業内容 

 教育事業  学習塾経営、専門教育事業、カルチャーセンターの経営、保育事業ほか 

 教育ソリューション事業  学習塾用教材の製作・販売、事務用機器の販売、広告代理業、人材派遣ほか 

 その他事業  ホテル経営、雑誌・一般書籍の出版・販売、印刷ほか 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

当社グループは、取り扱う商品・サービスを「教育」と「教育ソリューション」の２つの事業に区分し、

それぞれに事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて包括的な事業戦略を立案し、

事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは事業本部を基礎とした事業区分別のセグメントから構成されており、「教育

事業」及び「教育ソリューション事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「教育事業」は学習塾「栄光ゼミナール」、語学教室「シェーン英会話」等を運営しております。「教育

ソリューション事業」は学校、学習塾等の教育機関に対する総合支援事業を展開しております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 

（単位：千円） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、印刷事業、ホテル事業等であり  

ます。 

ｄ．セグメント情報

  

報告セグメント
その他
（注） 

合計 調整額 
連結

財務諸表 
計上額 教育事業 

教育ソリュー
ション事業

計

売上高     

外部顧客への売
上高 30,626,653 5,590,734 36,217,388 3,441,868 39,659,256 － 39,659,256 

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

35,691 2,155,307 2,190,998 1,633,388 3,824,386 △3,824,386 －

計 30,662,345 7,746,041 38,408,386 5,075,256 43,483,643 △3,824,386 39,659,256 

セグメント利益 4,617,374 760,591 5,377,966 △316,855 5,061,110 △2,116,777 2,944,333 

セグメント資産 12,111,692 2,743,426 14,855,119 4,915,561 19,770,681 8,049,092 27,819,774 

減価償却費  755,791  93,222  849,013  191,936  1,040,949  82,685  1,123,635 

のれんの償却額 － 342 342 － 342 － 342 

減損損失 371,718 － 371,718 243,941 615,659 34,093 649,753 

有形固定資産及び 
無形固定資産の 
増加額 

989,891 91,337 1,081,229 477,618 1,558,847 79,146 1,637,994 
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当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） 

（単位：千円） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、印刷事業等であります。 

  

（追加情報） 

当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）  

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月

21日）を適用しております。 

  

  

報告セグメント
その他
（注） 

合計 調整額 
連結

財務諸表 
計上額 教育事業 

教育ソリュー
ション事業 

計

売上高               

外部顧客への売
上高 30,681,974 5,619,313 36,301,287 1,280,899 37,582,187 － 37,582,187 

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

61,262 2,157,984 2,219,246 1,881,234 4,100,481 △4,100,481 －

計 30,743,236 7,777,297 38,520,534 3,162,134 41,682,669 △4,100,481 37,582,187 

セグメント利益 4,441,784 803,155 5,244,939 85,530 5,330,470 △2,038,367 3,292,103 

セグメント資産 15,295,266 3,740,828 19,036,094 1,345,225 20,381,320 8,697,590 29,078,911 

減価償却費  717,335  83,157  800,492  36,323  836,815  243,277  1,080,093

のれんの償却額  31,518  7,313  38,831 －  38,831  －  38,831

減損損失  185,897  6,931  192,829  836  193,666  95,139  288,805

有形固定資産及び 
無形固定資産の 
増加額  

 2,168,663  310,515  2,479,179  26,867  2,506,046  1,823,775  4,329,821
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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）

前連結会計年度 
（平成21年４月１日から 
平成22年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成22年４月１日から 
平成23年３月31日まで） 

１株当たり純資産額 505.07円 

１株当たり当期純利益金額 84.44円 

１株当たり純資産額 520.86円 

１株当たり当期純利益金額 49.35円 

 なお、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。 

 「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益金

額」を算定するための「普通株式の自己株式数」において

は、中央三井アセット信託銀行㈱（再信託受託先 日本ト

ラスティ・サービス信託銀行㈱）が所有する当社株式（当

連結会計年度末現在1,386,600株）について、連結財務諸

表及び財務諸表において自己株式として認識しており、当

該株式が控除されております。  

 なお、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。 

 「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益金

額」を算定するための「普通株式の自己株式数」において

は、中央三井アセット信託銀行㈱（再信託受託先 日本ト

ラスティ・サービス信託銀行㈱）が所有する当社株式（当

連結会計年度末現在 株）について、連結財務諸

表及び財務諸表において自己株式として認識しており、当

該株式が控除されております。  

1,142,600

  
前連結会計年度

（平成21年４月１日から 
平成22年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成22年４月１日から 
平成23年３月31日まで） 

当期純利益（千円）  1,465,862  909,012

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）  1,465,862  909,012

期中平均株式数（株）  17,359,212  18,416,965
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前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 

 当社は、平成22年４月27日開催の取締役会の決議により、当社100％子会社である㈱二期リゾートの全株式譲渡、

及び当該株式譲渡にあたり同社に対する増資及び債権放棄を行いました。 

   

 （１）株式譲渡、増資及び債権放棄の理由 

当社グループは、事業の方向性を教育の分野に特化していくことが経営の効率化に資すると認識し、中核事業

である「教育事業」「教育ソリューション事業」への経営資源の集中を進めております。 

このたび、リゾートホテルの経営等を行ってまいりました㈱二期リゾートにつきましては、当社グループより

分離して現下の事業環境に一層的確かつ迅速に対応し得る体制作りを図ることが、同社の将来にわたる事業展開

と当社グループの経営効率化の両面から適切と判断し、当社保有の同社全株式を㈱ゼロディグリーズジャパンへ

譲渡すること、当該株式譲渡にあたり㈱二期リゾートに対する増資及び債権放棄を決定いたしました。 

  

 （２）異動する子会社の概要 

  

 （３）株式譲渡の相手先  ㈱ゼロディグリーズジャパン 

  

 （４）譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

  

 （５）譲渡の時期  平成22年５月１日 

  

 （６）増資の内容 

当社は、㈱二期リゾートが発行した新株7,600株の増資額全額（380,000千円）を引受けております。 

  

 （７）債権放棄の内容 

当社は、㈱二期リゾートに対する貸付金2,127,000千円に相当する債権を放棄しております。 

  

 （８）その他 

債権放棄及び株式譲渡に伴う損失につきましては、今後新たに発生しない見込みであります。 

（重要な後発事象）

① 名 称 ㈱二期リゾート 

② 所 在 地 東京都港区南青山一丁目21番11号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 北山ひとみ 

④ 事 業 内 容 ホテル・飲食店の経営等 

⑤ 会 社 と の 取 引 内 容 施設の賃貸等 

① 異動前の所有株式数 8,400株（議決権の数：8,400個 所有割合：100％） 

② 譲 渡 株 式 数 8,400株（議決権の数：8,400個 譲渡総額：8,400円） 

③ 異動後の所有株式数 ０株（議決権の数：０個 所有割合：０％） 
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当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） 

（単独株式移転による持株会社の設立）  

当社は、平成23年５月16日開催の取締役会において、平成23年６月開催予定の定時株主総会での承認決議等所定の

手続きを経た上で、単独株式移転の方法により、持株会社「栄光ホールディングス株式会社」を設立することを決議

いたしました。 

  

 （１）単独株式移転による持株会社設立の目的 

① グループ経営機能の強化 

持株会社が、グループ全体の経営計画策定、経営資源の適正配分などの全体戦略立案に特化し、持株会社を中

心としたグループ経営体制を確立した上で、経営管理、コンプライアンス体制の強化を行い、経営課題への機動

的な対応を行います。  

② 経営の機動性の向上 

持株会社体制へ移行することにより、グループ各社は業務執行機能に集中し、また、各事業の責任と権限の明

確化を図ることにより、経営における迅速な意思決定を可能にし、市場への機動的な対応を行います。  

③ 人材育成 

持株会社体制へ移行することにより、各事業会社の事業特性、市場環境に応じた経営組織と人事制度を導入す

るとともに、権限委譲による経営責任の明確化、評価の適切化を進めることで、経営意識向上による人材育成及

びモチベーションの向上を図り、当社グループの人材資源を 大限に発揮する体制を整備してまいります。  

④ 企業再編の促進 

現在の厳しい環境、激しい環境の変化の下で、業界内再編の加速化が予想される中、グループ全体の経営計画

策定、経営資源の配分などの全体戦略立案を持株会社に集約することにより、今後の成長戦略を促進する戦略的

な業務提携、Ｍ＆Ａ等による事業再編を、より機動的に行うことが可能になると考えております。 

  

 （２）株式移転の方法等 

① 株式移転の日程 

② 株式移転の方式 

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転であります。  

③ 株式移転に係る割当ての内容 

（注）１．株式の割当比率 

株式会社栄光の普通株式１株に対して、新たに設立する持株会社の普通株式１株を割当交付いたしま

す。  

２．単元株制度 

持株会社は、単元株制度を採用し、１単元の株式数を100株といたします。  

３．株式移転比率の算定根拠 

本株式移転におきましては、当社単独による株式移転によって完全親会社１社を設立するものであ

り、本株式移転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化が生じないことから、株主の皆様に不

利益を与えないことを第一義として、株主の皆様の所有する当社普通株式１株に対して、持株会社の普

通株式１株を割当交付することといたしました。 

４．第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

上記３の理由により、第三者機関による算定は行っておりません。  

定 時 株 主 総 会 基 準 日 平成23年３月31日（木） 

株 式 移 転 計 画 承 認 取 締 役 会 平成23年５月16日（月） 

株式移転計画承認定時株主総会 平成23年６月29日（水）（予定） 

上  場  廃  止  日 平成23年９月28日（水）（予定） 

持株会社設立登記日（効力発生日） 平成23年10月３日（月）（予定） 

持 株 会 社 上 場 日 平成23年10月３日（月）（予定） 

会社名  
栄光ホールディングス株式会社 

（完全親会社） 

株式会社栄光 

（完全子会社） 

株式移転比率  1  1
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５．株式移転により交付する新株式数 

当社の普通株式21,873,024株に対して、持株会社の普通株式21,873,024株を割当て交付いたします

（予定）。 

なお、この一連のスキームの結果、本株式移転により当社が取得することになる持株会社株式は、法

令の定めに従って相当の時期に処分いたします。  

  

 （３）株式移転により新たに設立する会社の概要 

  

 （４）株式移転に伴う会計処理の概要 

本株式移転は、企業会計上、「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響及びのれんは発生しない見

込みであります。 

  

 （５）今後の見通し 

株式移転の実施に伴い、当社の業績は完全親会社である持株会社に反映されることになります。なお、本株式

移転による業績への影響は軽微でありますが、今後につきましては、グループ全体の経営力の強化や経営効率の

向上などの効果が見込まれます。  

商 号 栄光ホールディングス株式会社 

本 店 の 所 在 地 東京都千代田区富士見二丁目11番11号 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 近藤 好紀  

資 本 金 の 額 千円 2,265,711

純 資 産 の 額 未定 

総 資 産 の 額 未定 

事 業 の 内 容 グループ各社の経営管理及びそれに附帯または関連する業務 
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