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平成 20 年３月期  第１四半期財務・業績の概況

　   平成 19 年７月 27 日

上 場 会 社 名       　株式会社　城南進学研究社   上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ
コ ー ド 番 号         ４７２０                　　   ＵＲＬ  http://www.johnan.co.jp/
代　　表　　者　（役職名）代表取締役社長  （氏名）下 村 勝 己
問合せ先責任者　（役職名）管理部長兼経営戦略室長　（氏名）杉 山 幸 広 　ＴＥＬ(０４４)２４６－１９５１

（百万円未満切捨て）
１．平成 20 年３月期第１四半期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日）
(1) 連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（％表示は対前年同四半期増減率）

売　上　高 営 業 利 益     経 常 利 益     四半期（当期）純利益

百万円　　　％ 百万円　 　　％ 百万円　 　　％ 百万円　　  　％

20 年３月期第１四半期 1,301 △18.9   △153　　－   △36 　　 －   △44 　　 －

19 年３月期第１四半期 1,603 △13.5    △23　　－     26   △90.2     71   △54.7

(参考)19 年３月期 6,423   △261  △154  △881

１株当たり四半期

（当期）純利益

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期
（当期）純利益

円　　　　銭 円　　　　銭

20 年３月期第１四半期   △5    2 －   －

19 年３月期第１四半期     8   44 －   －

(参考)19 年３月期 △104   58 －   －

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存
      在していないため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

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

20 年３月期第１四半期        6,496        5,102           78.5       605   22

19 年３月期第１四半期        7,668        6,144           80.1       728   82

(参考)19 年３月期        7,057        5,241           74.3       621   66

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
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

20 年３月期第１四半期        △451           144          △29           499

19 年３月期第１四半期        △345            35         △213           647

(参考)19 年３月期        △204           112         △244           835

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末
円　　　　銭

20 年３月期第１四半期 －   －

19 年３月期第１四半期 －   －
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３．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日）
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中 間 期 3,168 △13.8 215　△42.2 243　△44.6 273 　　 －     32   38

通 期 5,870 △ 8.6 45 　 　－ 112      －   142      －     16   91

（注）中間期、通期ともに平成 19 年５月 15 日に発表いたしました数値から変更はありません。

４．その他
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更

を伴う特定子会社の異動）
：　無

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：　有
　　（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：　無
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【定性的情報・財務諸表等】
１．連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国の経済は、企業収益の拡大による設備投資の増加や、雇用環境の改善に

伴う個人消費の増大に支えられ、景気は拡大基調にあります。一方、当業界におきましては、少子化の
影響を大きく受け、経営環境は引き続き厳しい状況にあります。
このような情勢の中で当企業集団は、既存校舎においては教育内容の拡充を図るとともに、個別指導

コース単独教室２教室および小中学部教室１教室を新規に開校し、低年齢層の生徒を積極的に獲得する
体制作りを行ってまいりました。しかしながら、対象年齢層の拡大は短期的な収益増大効果をもたらす
ものではないため、全体的な収益の減少傾向を食い止めるには至っておりません。
この結果、当第１四半期における売上高は 1,301 百万円（前年同期比 18.9％減）となり、営業損失が

153 百万円（前年同期比－％）、経常損失が 36 百万円（前年同期比－％）、四半期純損失が 44 百万円（前
年同期比－％）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報
総資産及び純資産につきましてはそれぞれ 6,496 百万円、5,102 百万円となり、自己資本比率は 78.5％

となりました。
主な増減（対前年同四半期末）といたしましては次のとおりであります。
流動資産につきましては、現金及び預金が 256 百万円、繰延税金資産が 82 百万円それぞれ減少し、一

方、有価証券が 108 百万円、未収還付法人税等が 95 百万円それぞれ増加した結果、186 百万円減少して
おります。
固定資産につきましては、減価償却費及び減損損失の計上等により有形固定資産が 122 百万円、無形

固定資産が 18 百万円それぞれ減少し、さらに、投資有価証券の売却や繰延税金資産の取崩等により投資
その他の資産が 843 百万円減少した結果、985 百万円減少しております。
流動負債につきましては、未払金が 33 百万円、未払法人税等が 38 百万円、前受授業料等が 91 百万円

それぞれ減少した結果、226 百万円減少しております。
固定負債につきましては、繰延税金負債が 59 百万円、退職給付引当金が 22 百万円、役員退職慰労引

当金が 14 百万円それぞれ増加した結果、97 百万円増加しております。

３．連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期における業績は概ね計画通りに推移しており、連結業績予想につきましては中間期、通

期ともに、本資料発表日現在において、平成 19 年５月 15 日に発表いたしました数値から変更はありま
せん。
なお、上記の予想は本資料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、実際の

業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

４．その他

  （会計処理の方法における簡便な方法の採用）
・固定資産の減価償却の方法　　　　　年間見込額のうち当四半期分を計上しております。
・引当金の計上基準　　　　　　　　　年間見込額のうち当四半期分を計上しております。
・法人税等の計上基準　　　　　　　　法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ております。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1) （要約）四半期連結貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

前年同四半期末

（平成 19 年３月期

第１四半期末）

当四半期末

（平成 20 年３月期

第１四半期末）

増　減
（参考）前期末

（平成 19年３月期末）科  目

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額

（資産の部）
Ⅰ 流動資産

現金及び預金 624,458 368,428 △256,029 △41.0 806,099

売掛金 111,536 111,365 △171 △0.2 48,078

有価証券 22,907 131,032 108,125 472.0 29,311

たな卸資産 47,876 49,796 1,919 4.0 39,845

未収還付法人税等 － 95,994 95,994 － 95,994

繰延税金資産 82,402 － △82,402 △100.0 －

その他 333,224 279,279 △53,944 △16.2 265,896

貸倒引当金 △668 △668 △0 △0.1 △288

流動資産合計 1,221,736 1,035,228 △186,507 △15.3 1,284,936

Ⅱ 固定資産

有形固定資産 2,839,244 2,716,654 △122,589 △4.3 2,712,987

無形固定資産 106,379 87,761 △18,617 △17.5 91,571

投資その他の資産 3,501,269 2,657,318 △843,950 △24.1 2,968,382

固定資産合計 6,446,892 5,461,734 △985,158 △15.3 5,772,941

  資産合計 7,668,629 6,496,963 △1,171,665 △15.3 7,057,877

（負債の部）
Ⅰ 流動負債

買掛金 7,112 13,595 6,482 91.2 11,616

未払金 265,097 231,298 △33,798 △12.8 740,117

未払法人税等 44,957 6,612 △38,345 △85.3 29,090

前受授業料等 536,245 445,055 △91,190 △17.0 339,021

賞与引当金 39,981 29,562 △10,418 △26.1 64,906

校舎再編成損失引当金 － － － － 3,168

その他 251,021 191,545 △59,475 △23.7 113,023

流動負債合計 1,144,415 917,670 △226,744 △19.8 1,300,943

Ⅱ 固定負債

繰延税金負債 － 59,839 59,839 － 103,755

退職給付引当金 63,667 86,144 22,476 35.3 81,262

役員退職慰労引当金 315,615 330,425 14,810 4.7 330,425

固定負債合計 379,282 476,409 97,126 25.6 515,443

負債合計 1,523,698 1,394,080 △129,618 △8.5 1,816,387

（純資産の部）
Ⅰ 株主資本
　資本金 655,734 655,734 － － 655,734

　資本剰余金 652,395 652,395 － － 652,395

　利益剰余金 6,194,563 5,138,573 △1,055,990 △17.1 5,212,123

　自己株式 △258,563 △258,563 － － △258,563

株主資本合計 7,244,129 6,188,139 △1,055,990 △14.6 6,261,690

Ⅱ 評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金 74,702 88,645 13,942 18.7 153,702

　土地再評価差額金 △1,173,901 △1,173,901 － － △1,173,901

評価・換算差額等合計 △1,099,198 △1,085,256 13,942 △1.3 △1,020,199

純資産合計 6,144,930 5,102,882 △1,042,047 △17.0 5,241,490

負債及び純資産合計 7,668,629 6,496,963 △1,171,665 △15.3 7,057,877
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(2) （要約）四半期連結損益計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

前年同四半期

（平成 19年３月期

第１四半期）

当四半期

（平成 20年３月期

第１四半期）

増減
（参考）前期

（平成 19 年３月期）科  目

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額

Ⅰ 売上高 1,603,952 1,301,036 △302,915 △18.9 6,423,959

Ⅱ 売上原価 1,337,510 1,230,646 △106,864 △8.0 5,335,913

売上総利益 266,441 70,390 △196,051 △73.6 1,088,045

Ⅲ 販売費及び一般管

理費

289,811 223,963 △65,848 △22.7 1,349,576

営業利益

（△営業損失）

△23,370 △153,573 △130,202 － △261,531

Ⅳ 営業外収益 49,826 117,880 68,053 136.6 109,815

Ⅴ 営業外費用 420 486 65 15.6 3,235

経常利益

（△経常損失）

26,035 △36,179 △62,214 － △154,950

Ⅵ 特別利益 88,004 － △88,004 △100.0 88,004

Ⅶ 特別損失 4,360 － △4,360 △100.0 413,184

税金等調整前四半期純利

益（△税金等調整前四半期

（当期）純損失）

109,679 △36,179 △145,858 － △480,130

税金費用 38,509 7,861 △30,648 △79.6 401,629

四半期純利益

（△四半期（当期）純損失）

71,169 △44,040 △115,210 － △881,760
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(3) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

前年同四半期

（平成 19 年３月期

第１四半期）

当四半期

（平成 20 年３月期

第１四半期）

（参考）前期

（平成 19 年３月期）

区  分 金  額 金  額 金  額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期（当期）純利益 109,679 △36,179 △480,130

減価償却費 42,854 43,288 183,226

退職給付引当金の増減額（△減少額） 4,566 4,881 22,161

役員退職慰労引当金の増減額（△減少額） 5,734 － 20,545

貸倒引当金の増減額（△減少額） 396 379 10,516

賞与引当金の増減額（△減少額） △81,324 △35,343 △56,399

校舎再編成損失引当金の増減額（△減少額） － － 3,168

受取利息及び受取配当金 △7,395 △7,180 △38,940

投資有価証券売却損益（△売却益） △34,714 △99,007 △30,748

固定資産売却損益（△売却益） △66,810 － △66,810

固定資産除却損 4,360 － 6,852

減損損失 － － 135,692

校舎再編成損失 － － 252,970

売掛金の増減額（△増加額） △66,141 △63,287 △2,683

前受授業料等の増減額（△減少額） 104,521 106,034 △92,703

その他 △263,073 △337,881 107,420

小  計 △247,346 △424,294 △25,860

利息及び配当金の受取額 6,652 7,851 39,246

法人税等の支払額 △104,619 △35,552 △217,541

営業活動によるキャッシュ・フロー △345,313 △451,995 △204,155

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △50,924 △97,866 △149,321

有形固定資産の売却による収入 219,302 － 219,645

無形固定資産の取得による支出 △2,910 △3,185 △8,480

投資有価証券の取得による支出 △204,495 △31,130 △420,101

投資有価証券の売却・償還による収入 124,771 274,190 492,061

敷金及び保証金の支払による支出 △45,733 △20,349 △121,920

敷金及び保証金の返還による収入 9,468 68,906 76,814

破産更生債権等の回収による収入 － － 77,242

校舎再編成に伴う支出 － △44,412 △13,882

その他 △14,464 △1,556 △39,915

投資活動によるキャッシュ・フロー 35,013 144,596 112,141

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△減少額） △150,000 － △150,000

配当金の支払額 △63,253 △29,850 △94,012

財務活動によるキャッシュ・フロー △213,253 △29,850 △244,012

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △420 1,300 98

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額） △523,974 △335,949 △335,928

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,171,339 835,410 1,171,339

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 647,365 499,461 835,410


