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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 12,590 △4.0 388 △28.9 320 △32.9 121 ―

23年3月期 13,110 △3.7 545 △3.7 477 △4.2 △2,058 ―

（注）包括利益 24年3月期 122百万円 （―％） 23年3月期 △2,058百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 18.16 ― 1.0 1.3 3.1
23年3月期 △306.81 ― △16.1 1.9 4.2

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 24,211 11,732 48.5 1,748.50
23年3月期 25,173 11,690 46.4 1,742.31

（参考） 自己資本   24年3月期  11,732百万円 23年3月期  11,690百万円

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

24年3月期 723 224 △970 1,147
23年3月期 940 △2 △612 1,170

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 80 △3.9 0.6
24年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 80 66.1 0.7

25年3月期(予想) ― 0.00 ― 12.00 12.00 73.2

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 5,570 0.6 △425 ― △455 ― △330 ― △49.18

通期 12,670 0.6 350 △9.8 300 △6.4 110 △9.7 16.39



※  注記事項 

(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無

② ①以外の会計方針の変更  ： 無

③ 会計上の見積りの変更  ： 無

④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 6,710,000 株 23年3月期 6,710,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期 178 株 23年3月期 178 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 6,709,822 株 23年3月期 6,709,858 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 11,979 △4.0 413 △24.0 354 △27.4 112 ―

23年3月期 12,484 △4.3 544 △6.9 487 △6.8 △2,026 ―

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

24年3月期 16.81 ―

23年3月期 △302.03 ―

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

24年3月期 24,139 11,831 49.0 1,763.26
23年3月期 25,109 11,798 47.0 1,758.45

（参考） 自己資本 24年3月期  11,831百万円 23年3月期  11,798百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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２ページ「経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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・当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災、福島の原発事故、タイ洪水、円高、欧州の経

済危機などの影響で苦戦が続き、特に自動車や家電などの輸出産業が業績を大きく悪化させるところと

なっております。また、外食・サービス業などにおいてもデフレ状況が続いており、日本経済は先行不

透明な状況となっております。 

当業界におきましても、少子化の進行と大学数の増加により「大学全入時代」となっており、また通

塾率が微減し、市場規模は減少しております。過当競争による価格競争も一層激化し、経営環境はかつ

てない厳しい状況となっております。 

 このような情勢のもと当社グループにおきましては、 

① 構造的に大きく変化した、また今後もさらに変化が予想される市場において、それぞれの地域に

見合った戦略を打ち立てること 

② 置かれている経営環境を全社員の共通認識とすること 

③ 生徒・保護者に満足していただける、競合他社を圧倒する教育サービスを提供すること 

を年間のテーマとして取り組んでまいりました。また、募集や顧客単価の増加に向けても新たな方法を

取り入れてきました。 

 こうした取り組みの成果は、それぞれの地域において、少しずつ上がっておりますが、今期におきま

しては、まだ売上高の全社的回復には至っておりません。 

営業費用におきましては、校舎改装に伴う什器・備品購入等による事務用消耗品費の増加があるもの

の、人員の効率化を図ったことによる人件費の削減、徹底した節電などによる水道光熱費の削減、発

注・数量の管理を強化したことによる教材費の削減など、経費の削減に努めてまいりました。また、前

期において一部校舎の減損損失を計上したことにより、会計上賃借料計上額が減少しております。 

 特別損益におきましては、福島原発事故による営業損害につき、その賠償金として受取補償金43百万

を特別利益に計上しております。また、市場環境の変化に伴い、当期末にて一部校舎の閉鎖を決定した

ことによる解約違約金を特別損失として計上しております。 

その結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は12,590百万円（対前年同期比4.0％減）、営業

利益は388百万円（対前年同期比28.9％減）、経常利益は320百万円（対前年同期比32.9％減）、当期純

利益は121百万円となりました。 

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

（小中学部） 

 小中学部におきましては、地域の市場に合わせた企画を打ち立てた募集活動を行ってまいりました。

また、二極化した市場に合わせた講座選択制を導入し、募集増と顧客単価のアップを図ってまいりまし

た。小学生においては、低学年からの早期囲い込みや、個々の生徒に対応した学力別のプリントによる

授業も導入し、生徒数が増加しております。 

 その結果、小学生と中学１・２年生の低学年においては生徒数が順調に増加しておりますが、顧客単

価の高い受験学年である中学３年生の生徒数が減少しているため、小中学部の売上高は9,527百万円、

セグメント利益は1,570百万円となりました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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（高校部） 

高校部におきましては、「遠隔ライブ授業」（ライブ授業の同時中継授業）をさらに拡充してまいり

ました。遠隔ライブ授業は、質問などに対しての双方向性の機能を備えており、少数の優秀な講師の授

業を複数の教室に配信することができます。機能も年々向上してきており、生徒満足度もさらに上昇し

ております。マーケット全体の縮小に伴い、売上高は2,263百万円でありますが、セグメント損失は39

百万円となり、損失額を減少させることができております。 

（その他の教育事業） 

その他の教育事業における個別指導部門におきましては、順調に生徒数が増加しております。 

 また、On lineによる映像事業部門におきましては、通塾型の直営校（通称「秀英ｉＤ予備校」）を

今期からは高校部に続いて、中学部においても開校いたしました。直営校は高校部・中学部ともに順調

に生徒数の増加が続いております。また、在宅受講生、学習塾・高校への外販も順調に増加しておりま

す。この結果、その他の教育事業の売上高は799百万円、セグメント損失は290百万円となりました。 

  

・次期の見通し 

円高・電力不安が続く中、自動車、家電などの輸出産業は、欧米企業に加えて、韓国・台湾などとの

グローバル競争が一層進み、厳しい経営環境が続くと思われます。 

 当業界におきましては、市場規模が縮小し、過当競争による低価格競争が展開されるところとなって

おります。今後は経営破綻、業務提携、企業統合などがより一層進み、業界再編成の時代を迎えていく

と思われます。 

厳しい経営環境ではありますが、当社グループといたしましては、既存の小中学部、高校部の業績改

善が不可欠だと考えております。そのために、 

① 小中学部においては、全国それぞれのマーケットに対応した戦略を打ち立てるための17の「エリ

ア活性化プロジェクト」を発足させて単年度と３ヵ年の中長期計画を立案する 

② 高校部においては、さらに「遠隔ライブ授業」の拡充を図っていく 

③ 順調に推移している個別指導部門と映像事業部門の拡充を図っていく 

④ 顧客認知度を向上させる効果的な宣伝活動を行う 

⑤ 不採算部門の見直しを行い、拡大が期待できる分野に経営資源を集中する 

を次期の基本方針としていきます。 

 また、次期における校舎展開は、小中学部は既存のエリア内の新設に留め、年間１～２校舎程度を計

画しております。個別指導部門、映像事業部門におきましては、積極的に新規開校を進めていく計画で

あります。 

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

 この結果、次期見通しにつきましては、売上高12,670百万円（対前年同期比0.6％増）、営業利益350

百万円（対前年同期比9.8％減）、経常利益300百万円（対前年同期比6.4％減）、当期純利益110百万円

（対前年同期比9.7％減）を見込んでおります。 
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当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ961百万円減少し、24,211百万円となり

ました。これは、校舎の改装工事があったものの校舎新設等による設備投資を抑えたのに対し、有形固

定資産の減価償却が進んだこと、及び建設協力金の回収が進んだためであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて1,003百万円減少し、12,479百万円となりました。これは主とし

て長期借入金の約定返済が進んだためであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて41百万円増加し、11,732百万円となりました。   

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23

百万円減少し、当連結会計年度末には1,147百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは723百万円の収入(前年同期940百万

円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前利益が増加したものの、一部地域におい

て、半期分諸経費を月額徴収に変更したこと等により前受金が減少したためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは224百万円の収入(前年同期2百万円

の支出)となりました。これは主として、校舎の新設を抑えたことにより有形固定資産の取得による

支出が減少する一方、建設協力金の回収が進んだためであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは970百万円の支出(前年同期612百万

円の支出)となりました。これは主として、設備投資の抑制により、運転資金以外での資金調達が抑

えられ、長期借入金の返済が進んだためであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １ 平成19年３月期までは個別ベースの財務数値、平成20年３月期からは連結ベースの財務数値により計算して

おります。 

２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済み株式数をベースに計算しています。 

３ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

４ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としていま

す。 

  

（２）財政状態に関する分析

 ① 資産・負債及び純資産の状況

 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 平成23年3月期 平成24年3月期

自己資本比率 59.5％ 54.7％ 54.6％ 46.4％ 48.5％

時価ベースの自己資本比率 16.5％ 8.9％ 14.5％ 9.1％ 9.0％

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

214,241.4％ 952.0％ 526.8％ 789.0％ 908.2％

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

0.0 5.9 8.3 5.2 4.4
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当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安

定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の

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

的な目標としております。 

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

 また、次期の１株当たり配当金は、12円を予定しております。  

  

(少子化と当社の今後の方針について) 

当社グループの属する学習塾業界は、児童・生徒の絶対数の減少という少子化の問題に直面してお

ります。少子化の影響は、学習塾における在籍生徒数の減少という直接的なもののみに止まらず、難

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

がる可能性があります。  

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

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

の求める高いレベルのニーズに応えることを心がけております。  

(地域別の校舎展開について) 

平成24年３月31日現在、当社グループは静岡県に72校舎、愛知県に52校舎、山梨県に10校舎、神奈

川県に16校舎、岐阜県に10校舎、北海道に33校舎、三重県に13校舎、宮城県に12校舎、福岡県に18校

舎、福島県に13校舎、合計249校舎を展開しております。今後は、これらの地域内において、マーケ

ットニーズの高い未開拓エリアへ個別指導部門、映像事業部門を中心に賃貸物件による校舎展開を進

めていく予定であります。  

 当社グループは次期、小中学部で年間１～２校舎程度の新設、個別指導部門、映像事業部門では積

極的な新設を計画しております。   

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

より一層の充実、また管理職層の育成が不可欠であります。 

(校舎の開設方針について) 

当社グループの校舎は、原則として塾専用の独自設計・独立校舎による新設を基本方針としており

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

て良質な学習環境の確保に寄与しているものと考えております。  

 その反面、機動的に校舎を開設・統廃合する際の妨げとなる可能性があります。また、こうした賃

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

 今後は、個別指導部門や映像事業部門を中心に、機動力の高い賃貸型物件への展開も積極的に進め

てまいります。 

(災害等によるリスクについて) 

当社グループが事業活動を行うに際し、地震や台風等の大規模な自然災害、火災、コンピュータウ

ィルス等による障害が起こった場合、校舎、事業所、設備等に損害を受け、校舎運営・事業活動に支

障が生じる可能性があります。このような事態が発生した場合、当社グループの財政状態および経営

成績に重大な影響を与える可能性があります。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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(業績の四半期毎の変動について) 

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

いたします。こうした状況は、８月の夏期講習、12月末～１月の冬期講習に参加した一般生がそれぞ

れ９月、１月に本科生として入学するからであります。したがって、第１四半期に比べ第２四半期以

降の売上高の割合が大きくなる傾向があります。  

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

す。また、広告宣伝費につきましては、夏期講習の募集時期である６月及び７月、冬期講習の募集時

期である11月、次年度の新入学の募集時期である１月に集中的に発生いたします。  

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

(情報管理について) 

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

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

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

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

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

 子会社は、福島県において学習塾・予備校の運営を行っております。 

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

  

当社グループの経営の基本方針は以下の通りであります。  

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

計による校舎を設立し、全校舎ブロードバンド回線などのインフラが構築されている等、高度な

ニーズに応えられる快適な学習環境を提供すること  

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

ベルのニーズに応えること  

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

校生部門を拡充させること  

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

習効果を高めること  

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

ズに応えること 

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

確保に努めております。  

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

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

予備校講師を採用し、両者を適切に配置して運営しております。 

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

プは教育サービスの質を徹底的にアップさせ、生徒・保護者のニーズに十分に応えていくことによっ

て、生徒・保護者の満足を勝ち取り、売上増を図っております。  

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

せることが必要だと考えております。  

  

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

を維持しつつ、全国への事業展開を目標としております。  

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

  

２．企業集団の状況

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標
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当業界における経営環境は、かつてない厳しい状況であります。規模の大小に関わらず、それぞれの

マーケットにおいて、厳しい経営環境を跳ね返す圧倒的にクオリティーの高い教育サービスを提供でき

る拠点のみが勝ち残れる時代になっていくと思われます。 

 クオリティーの高い教育サービスを提供できるかどうかは、優秀な人材を採用し、人材が成長できる

仕組・組織作り、より一層客観的な評価制度の確立、内部監査体制の充実にかかっていると思われま

す。当社におきましては、全国10道県に校舎展開をしており、全国から優秀な人材を採用できる条件が

整っております。中長期的には、既存の小中学部、高校部におきましては、内部体制の充実に比例した

着実な校舎展開を行っていく計画であります。 

 また、新規事業の「個別指導事業」と「映像動画配信事業」におきましては、今後の大きな飛躍が期

待される部門であり、拠点の大幅増を計画しております。  

  

① 各部門で顧客のニーズに応える最高の教育サービスを提供すること 

    ・仕組をつくる、経営陣による計画的な現場の把握、年間を通して柔軟に組織体制を再構 

     築する 

 ② 顧客認知度を向上させること 

    ・適正価格を設定し、効果的な宣伝活動を行う 

    ・新しい募集方法を開発し、顧客を創造する 

 ③ 不採算部門の見直しを行い、拡大が期待できる分野に経営資源を集中していくこと 

    ・業界全体がかつてない厳しい経営環境であることを全社共通認識とし、計画的に必ず 

     実行する 

  

該当事項はありません。 

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,336,990 1,327,229 

受取手形及び売掛金 216,386 239,835 

商品 115,010 94,016 

貯蔵品 30,566 25,758 

繰延税金資産 163,620 134,569 

その他 734,176 741,612 

貸倒引当金 △2,737 △3,907 

流動資産合計 2,594,014 2,559,114 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  11,633,133 ※1  11,677,633 

減価償却累計額 △3,635,518 △4,091,980 

建物及び構築物（純額） 7,997,614 7,585,653 

機械装置及び運搬具 47,489 47,489 

減価償却累計額 △30,002 △35,203 

機械装置及び運搬具（純額） 17,486 12,286 

工具、器具及び備品 1,108,122 1,174,781 

減価償却累計額 △868,180 △949,529 

工具、器具及び備品（純額） 239,942 225,251 

土地 ※1  5,399,929 ※1  5,399,929 

リース資産 840,240 884,953 

減価償却累計額 △190,118 △304,861 

リース資産（純額） 650,122 580,092 

有形固定資産合計 14,305,094 13,803,212 

無形固定資産   

のれん 52,256 19,252 

その他 173,153 120,845 

無形固定資産合計 225,409 140,098 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,696 － 

繰延税金資産 476,772 481,540 

敷金及び保証金 6,703,628 6,426,983 

その他 1,227,058 1,163,106 

貸倒引当金 △362,672 △362,672 

投資その他の資産合計 8,048,483 7,708,957 

固定資産合計 22,578,988 21,652,269 

資産合計 25,173,002 24,211,383 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※1  3,677,980 ※1  3,733,000 

1年内返済予定の長期借入金 ※1  849,621 ※1  824,646 

リース債務 92,051 105,114 

未払金 455,337 531,206 

未払法人税等 256,891 187,822 

未払消費税等 68,781 53,089 

前受金 848,758 730,506 

賞与引当金 254,097 214,913 

災害損失引当金 45,111 － 

その他 393,218 401,808 

流動負債合計 6,941,849 6,782,107 

固定負債   

長期借入金 ※1  2,101,760 ※1  1,278,781 

リース債務 701,120 626,282 

退職給付引当金 705,430 857,824 

役員退職慰労引当金 634,926 665,505 

資産除去債務 656,276 674,946 

長期リース資産減損勘定 1,697,940 1,552,175 

その他 43,111 41,577 

固定負債合計 6,540,564 5,697,093 

負債合計 13,482,414 12,479,200 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,089,400 2,089,400 

資本剰余金 1,944,380 1,944,380 

利益剰余金 7,657,131 7,698,495 

自己株式 △92 △92 

株主資本合計 11,690,819 11,732,183 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △231 － 

その他の包括利益累計額合計 △231 － 

純資産合計 11,690,588 11,732,183 

負債純資産合計 25,173,002 24,211,383 
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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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 13,110,624 12,590,628 

売上原価 11,293,809 10,914,546 

売上総利益 1,816,814 1,676,082 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 425,071 426,346 

貸倒引当金繰入額 2,220 3,907 

役員報酬 170,160 196,010 

給料及び手当 122,015 133,996 

賞与 15,972 16,889 

賞与引当金繰入額 10,804 10,003 

退職給付費用 13,791 15,938 

役員退職慰労引当金繰入額 29,140 30,578 

減価償却費 53,519 51,317 

のれん償却額 33,003 33,003 

その他 395,455 369,954 

販売費及び一般管理費合計 1,271,155 1,287,948 

営業利益 545,659 388,134 

営業外収益   

受取利息 79,636 76,254 

受取配当金 2,083 1,976 

受取賃貸料 13,070 15,230 

その他 17,805 19,133 

営業外収益合計 112,596 112,594 

営業外費用   

支払利息 179,910 168,421 

その他 935 11,962 

営業外費用合計 180,846 180,383 

経常利益 477,408 320,345 

特別利益   

受取補償金 － 43,370 

特別利益合計 － 43,370 

特別損失   

固定資産除却損 ※1  20,655 ※1  189 

賃貸借契約解約損 － 26,000 

減損損失 ※2  1,987,605 － 

災害による損失 ※3  82,475 － 

貸倒引当金繰入額 ※4  107,122 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 310,664 － 

特別損失合計 2,508,522 26,189 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△2,031,113 337,526 

法人税、住民税及び事業税 257,568 191,361 

法人税等調整額 △229,994 24,283 

法人税等合計 27,574 215,644 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△2,058,687 121,881 

当期純利益又は当期純損失（△） △2,058,687 121,881 
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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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△2,058,687 121,881 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △154 231 

その他の包括利益合計 △154 ※１  231 

包括利益 △2,058,841 122,112 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △2,058,841 122,112 

少数株主に係る包括利益 － － 
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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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,089,400 2,089,400 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,089,400 2,089,400 

資本剰余金   

当期首残高 1,944,380 1,944,380 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,944,380 1,944,380 

利益剰余金   

当期首残高 9,796,338 7,657,131 

当期変動額   

剰余金の配当 △80,518 △80,517 

当期純利益又は当期純損失（△） △2,058,687 121,881 

当期変動額合計 △2,139,206 41,364 

当期末残高 7,657,131 7,698,495 

自己株式   

当期首残高 △60 △92 

当期変動額   

自己株式の取得 △32 － 

当期変動額合計 △32 － 

当期末残高 △92 △92 

株主資本合計   

当期首残高 13,830,057 11,690,819 

当期変動額   

剰余金の配当 △80,518 △80,517 

当期純利益又は当期純損失（△） △2,058,687 121,881 

自己株式の取得 △32 － 

当期変動額合計 △2,139,238 41,364 

当期末残高 11,690,819 11,732,183 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △77 △231 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △154 231 

当期変動額合計 △154 231 

当期末残高 △231 － 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △77 △231 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △154 231 

当期変動額合計 △154 231 

当期末残高 △231 － 

純資産合計   

当期首残高 13,829,980 11,690,588 

当期変動額   

剰余金の配当 △80,518 △80,517 

当期純利益又は当期純損失（△） △2,058,687 121,881 

自己株式の取得 △32 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △154 231 

当期変動額合計 △2,139,392 41,595 

当期末残高 11,690,588 11,732,183 
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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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△2,031,113 337,526 

減価償却費 802,779 722,356 

減損損失 1,987,605 － 

災害損失引当金の増減額（△は減少） 45,111 △45,111 

のれん償却額 33,003 33,003 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 105,255 1,170 

賞与引当金の増減額（△は減少） 878 △39,184 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 137,125 152,394 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29,140 30,578 

受取利息及び受取配当金 △81,720 △78,230 

支払利息 179,910 168,421 

有価証券売却損益（△は益） － △1,540 

固定資産除却損 20,655 189 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 310,664 － 

売上債権の増減額（△は増加） 75,171 △23,349 

たな卸資産の増減額（△は増加） 60,995 25,802 

仕入債務の増減額（△は減少） △96,320 42,026 

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,300 △13,963 

前受金の増減額（△は減少） △48,631 △118,251 

長期前払費用の増減額（△は増加） 39,738 50,772 

その他 △40,969 △98,037 

小計 1,466,978 1,146,573 

利息及び配当金の受取額 2,403 2,149 

利息の支払額 △179,844 △165,538 

法人税等の支払額 △348,792 △260,030 

営業活動によるキャッシュ・フロー 940,744 723,154 

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 △186,261 △200,735 

定期預金の払戻による収入 172,882 187,467 

有形固定資産の取得による支出 △287,370 △100,832 

投資有価証券の売却による収入 － 5,467 

敷金及び保証金の差入による支出 △105,804 △125,497 

敷金及び保証金の回収による収入 459,008 476,423 

その他 △54,699 △17,766 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,245 224,527 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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 2,188,000 1,820,000 

短期借入金の返済による支出 △2,961,020 △1,764,980 

長期借入れによる収入 1,170,000 － 

長期借入金の返済による支出 △848,990 △847,954 

リース債務の返済による支出 △79,633 △96,972 

配当金の支払額 △80,396 △80,804 

その他 △32 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △612,072 △970,711 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 326,426 △23,029 

現金及び現金同等物の期首残高 844,341 1,170,768 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,170,768 ※1  1,147,738 
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 該当事項はありません。 

  

連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称  (株)東日本学院 

  

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。 

  

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は主として移動平均法により算定している) 

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) 

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) 

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法 

なお、主な耐用年数は次の通りであります。 

 

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 

  

（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

１ 連結の範囲に関する事項

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項

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

② たな卸資産

商品

先入先出法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産除く)

定率法

建物及び構築物 ３～47年

機械装置及び運搬具 ６～10年

工具、器具及び備品 ２～15年

② 無形固定資産(リース資産除く)
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リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

債権の貸倒による損失に備えるため、以下の通り計上しております。 

貸倒実績率法 

財務内容評価法 

従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上してお

ります。 

東日本大震災により損傷した設備の復旧費用等の見込額を計上しております。 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(７年)による定額

法により翌連結会計年度から費用処理しております。 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。 

入学売上は、入学日の属する連結会計年度に収益として計上しております。 

授業料売上・講習売上は、受講期間に対応して収益として計上しております。 

繰延ヘッジ処理によっております。 

特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を行っております。 

金利スワップ取引 

借入金 

  

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

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

一般債権

貸倒懸念債権及び破産更生債権等

② 賞与引当金

③ 災害損失引当金

④ 退職給付引当金

⑤ 役員退職慰労引当金

(4) 重要な収益の計上基準

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

ヘッジ対象
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重要なデリバティブ取引は、経営会議の決議事項であります。 

金利変動リスクを回避する目的で行われる金利スワップ取引については、管理本部にて取引を実行

するとともに、取引の残高状況を把握し、管理しております。 

金利スワップ取引のみであり、全て特例処理によっているため、有効性の評価を省略しておりま

す。 

効果の及ぶ期間(５年)にわたって定額法により償却をおこなっております。 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、安易に換金可能で

あり、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資。 

税抜方式を採用しております。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用しておりま

す。 

  

（法人税率の変更等による影響） 

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本

大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月２

日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24年

４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の39.75％から、回収

又は支払が見込まれる期間が平成24年４月１日から平成27年３月31日までのものは37.21％、平成27年４

月１日以降のものについては34.84％にぞれぞれ変更されております。 

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が62,718千円減少し、当連結会

計年度に計上された法人税等調整額が62,718千円増加しております。 

  

  

  

  

③ ヘッジ方針

④ ヘッジ有効性評価の方法

(6) のれんの償却方法及び償却期間

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

（７）追加情報
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担保に供している資産 

 
  

対応債務 

 
  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

※１ 担保に供している資産及び対応債務は、次のとおりであります。

前連結会計年度 
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

 建物及び構築物 1,281,831千円 1,210,484千円

 土地 2,590,841千円 2,590,841千円

 計 3,872,672千円 3,801,326千円

前連結会計年度 
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

 短期借入金 995,397千円 1,783,748千円

 1年内返済予定の長期借入金 825,649千円 807,017千円

 長期借入金 2,076,454千円 1,269,437千円

 計 3,897,500千円 3,860,202千円
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当社グループは、以下の資産グループにおいて減損損失を計上しております。 

 
当社は、校舎を単位としてグルーピングしております。国内経済の落ち込みにより売上高・収益が計

画を下回っており、十分な生徒数の確保が難しくなったため、上記資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失(1,987,605千円)として特別損失に計上しております。 

その内訳は、札幌本部校1,243,650千円(内、建物及び構築物9,445千円、工具、器具及び備品8,767千

円、リース資産減損勘定1,225,437千円)、岡崎本部校609,594千円(内、建物及び構築物10,456千円、工

具、器具及び備品2,773千円、リース資産18,088千円、リース資産減損勘定578,276千円)、白石本部校

134,360千円(内、建物及び構築物5,258千円、工具、器具及び備品1,119千円、リース資産減損勘定

127,981千円)であります。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

6.2％で割り引いて算定しております。 

  

災害による損失は、東日本大震災によるものであります。なお、災害損失引当金繰入額が45,111千円

含まれております。  

  

貸倒懸念債権に対し、貸倒引当金を計上しております。 

  

(連結損益計算書関係)

※１ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

建物及び構築物 6,075千円 －

工具、器具及び備品 3,113千円 156千円

無形固定資産 11,435千円 －

その他 31千円 33千円

計 20,655千円 189千円

※２ 減損損失

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

場所 用途 種類

札幌本部校(北海道札幌市北区) 校舎
建物及び構築物 
工具、器具及び備品 
リース資産減損勘定

岡崎本部校(愛知県岡崎市) 校舎

建物及び構築物 
工具、器具及び備品 
リース資産 
リース資産減損勘定

白石本部校(北海道札幌市白石区) 校舎
建物及び構築物 
工具、器具及び備品 
リース資産減損勘定

※３ 災害による損失

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

※４ 貸倒引当金繰入額

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)
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当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

※１ その他包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 

(連結包括利益計算書関係)

その他有価証券評価差額金

 当期発生額 1,771千円

 組替調整額 △1,540千円

  税効果調整前 231千円

  税効果額 ―

  その他有価証券評価差額金 231千円

その他の包括利益合計 231千円
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前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加０百株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(百株) 67,100 ― ― 67,100

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(百株) 1 0 ― 1

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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 80,518 12 平成22年３月31日 平成22年６月30日

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 80,517 利益剰余金 12 平成23年3月31日平成23年6月30日

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(百株) 67,100 ― ― 67,100

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(百株) 1 ― ― 1

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23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 80,517 12 平成23年３月31日 平成23年６月30日

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月28日 
定時株主総会

普通株式 80,517 利益剰余金 12 平成24年3月31日平成24年6月29日

㈱秀英予備校（4678）　平成24年３月期決算短信

24



 

  

 
  

当連結会計年度に新たに計上した重要な資産除去債務の額は657,621千円であります。 

  

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

現金及び預金勘定 1,336,990千円 1,327,229千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△166,222千円 △179,490千円

現金及び現金同等物 1,170,768千円 1,147,738千円

２ 重要な非資金取引の内容

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)
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１  報告セグメントの概要 

当社グループ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、

取締役会及び経営会議が、経営資源の配分の決定及び業績評価をするために、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、本社に全社的な統括を行う管理本部を置き、各事業本部において企画等を立案す

るとともに事業活動を展開しております。当社グループは学習指導を行うことを主たる業務として

「小中学部」「高校部」「その他の教育事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「小中学部」は小学２年生から中学３年生を対象とし、集団授業での学習・進学指導及び各講習会

の実施等による教育サービスの提供を行っております。「高校部」は高校１年生から３年生及び高卒

生を対象とし、集団授業での学習・進学指導及び各講習会の実施等による教育サービスの提供を行っ

ております。「その他の教育事業」は個別指導事業、映像動画教育コンテンツの販売事業、直営校の

運営等を行っております。 

  

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

報告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

る記載と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント

間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づき、一般的取引条件と同様に決定しております。 

  

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

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
  

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

（単位：千円）

報告セグメント

小中学部 高校部
その他の 
教育事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 10,147,238 2,563,027 400,357 13,110,624

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

― ― 7,829 7,829

計 10,147,238 2,563,027 408,187 13,118,453

セグメント利益又は損失(△) 1,895,756 △226,141 △292,955 1,376,659

セグメント資産 15,807,464 6,078,055 691,158 22,576,677

その他の項目

 減価償却費 500,324 152,215 89,773 742,312

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

218,906 94,178 98,263 411,347

㈱秀英予備校（4678）　平成24年３月期決算短信

26



  
当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 

（単位：千円）

報告セグメント

小中学部 高校部
その他の 
教育事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 9,527,923 2,263,407 799,298 12,590,628

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

－ － 7,637 7,637

計 9,527,923 2,263,407 806,935 12,598,266

セグメント利益又は損失(△) 1,570,481 △39,552 △290,807 1,240,120

セグメント資産 14,926,642 5,686,490 1,127,783 21,740,916

その他の項目

 減価償却費 468,291 150,486 50,965 669,744

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

85,380 32,657 36,826 154,863
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４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

項) 

 
  

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

 
(注) 全社資産は主に、報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、社宅用の土地、建物及び本社ソ

フトウェアであります。 

  

 
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の工具、器具及び備品及びソフトウェアの投資額で

あります。 

  

(単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 13,118,453 12,598,266

セグメント間取引消去 △7,829 △7,637

連結財務諸表の売上高 13,110,624 12,590,628

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,376,659 1,240,120

セグメント間取引消去 17,465 11,683

のれんの償却額 △33,003 △33,003

全社費用(注) △815,461 △830,665

連結財務諸表の営業利益 545,659 388,134

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 22,576,677 21,740,916

全社資産(注) 2,596,325 2,470,467

連結財務諸表の資産合計 25,173,002 24,211,383

 
(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額
連結財務諸表 

計上額

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度

減価償却費 742,312 669,744 53,519 51,317 795,832 721,062

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

411,347 154,863 33,941 23,408 445,289 178,272
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前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載

を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載

を省略しております。 

  

(関連情報)
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前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
  

  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

報告セグメントごとののれんの償却額はなく、報告セグメントに配分されていないのれんの償却額は

33,003千円、未償却残高は52,256千円であります。なお、当該のれんの内容は連結子会社東日本学院の

株式を取得した時に生じたものであり、小中学部・高校部に共通のものであります。 

  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

報告セグメントごとののれんの償却額はなく、報告セグメントに配分されていないのれんの償却額は

33,003千円、未償却残高は19,252千円であります。なお、当該のれんの内容は連結子会社東日本学院の

株式を取得した時に生じたものであり、小中学部・高校部に共通のものであります。 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23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23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(単位：千円)

報告セグメント

小中学部 高校部 その他の教育事業 計

減損損失 1,110,504 877,100 ― 1,987,605

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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１株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

 １株当たり純資産額 1,742円31銭 1,748円50銭

 １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） △306円81銭 18円16銭

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益については、１株当たり
当期純損失であり、また潜在株
式が存在しないため記載してお
りません。

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりま
せん。

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △2,058,687 121,881

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失(△)(千円)

△2,058,687 121,881

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,709 6,709

(重要な後発事象)
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