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１．平成20年２月期第３四半期の連結業績（平成19年３月１日　～　平成19年11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２月期第３四半期 8,720 △0.2 △230 － △290 － △325 －

19年２月期第３四半期 8,737 3.5 △110 － △130 － △89 －

19年２月期 12,381 － 388 － 355 － 131 －

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２月期第３四半期 △38 78 － －

19年２月期第３四半期 △10 68 － －

19年２月期 15 67 － －

(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２月期第３四半期 8,617 2,626 30.5 313 12

19年２月期第３四半期 7,724 2,772 35.9 330 52

19年２月期 8,014 3,001 37.5 357 68

(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２月期第３四半期 △46 △1,250 1,010 382

19年２月期第３四半期 △71 △644 249 287

19年２月期 357 △896 451 668
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

19年２月期第３四半期 － －

20年２月期第３四半期 － －

３．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日　～　平成20年２月29日）　【参考】

 （％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 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 13,271 107.2 433 111.6 371 104.5 168 128.2 20 02

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　無

(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　　　　　　　　　　　　：　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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。
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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３四半期におけるわが国の経済は、個人消費が横ばいの中、企業収益の改善に支えられ、景気には弱含みが見ら

れるものの回復基調で推移しました。

　　当業界におきましては、 大手による合併や買収が相次ぎ、今後も資本力を背景とした業界再編が続くと思われま

　す。また、経済協力開発機構(OECD）が平成18年に調査した生徒の学習到達度調査(PISA）の結果を受け、学力低下につ

　いての公教育を含め、教育を取り巻く環境の変化が予想されます。

　　このような状況の中、当社グループ（当社及び連結子会社。以下同様。）では、 提供するサービスの質にこだわ

　り、「本気の教育で自立型人間を育てる」「安全対策の強化・改善により、安全対策への評価で地域№１を目指す」と

　いう方針で取り組みを進めました。第３四半期の教室展開については、直営での新規開校はありませんが、個別指導教

　室「京進スクール・ワン」のフランチャイズ教室は、新たに１校開校し64教室となっております。

　生徒数については、基幹部門である小中部で、前年同期比101.3％と前年を上回る集客ができたものの、全体生徒数は、

前年同期比99.5％となりました。結果として、売上高8,720百万円（前年同期比99.8％）、経常損失290百万円（前年同

期　経常損失130百万円）、四半期純損失325百万円（前年同期　四半期純損失89百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第３四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ６億３百万円増加し、86億17百万円となりました。その主

な要因は、トップ∑京都駅前校ビル建設等による有形固定資産の増加額８億48百万円によるものであります。

  なお、純資産は26億26百万円となり、自己資本比率は30.5％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

  当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は３億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億85百万

円の減少となりました。

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」は46百万円の支出となりました。主なプラス要因は、減価償却費３億２百万

円であり、主なマイナス要因は税金等調整前四半期純利益の△３億50百万円であります。

  「投資活動によるキャッシュ・フロー」は12億50百万円の支出となりました。主な要因はトップ∑京都駅前校ビル建

設等による有形固定資産の取得による支出10億82百万円であります。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は10億10百万円の収入となりました。主な要因は、有形固定資産取得にかか

る長期借入金による収入が８億50百万円、社債発行による収入が４億66百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成19年４月13日に発表した平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）については、

現時点において変更はありません。

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　　 該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

 　　該当事項はありません。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

 　（固定資産の減価償却の方法の変更）

 　　法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減

　 価償却の方法に変更しております。

 　　なお、この変更による影響額は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年2月期
第3四半期末）

当四半期
（平成20年2月期
第3四半期末）

増減
（参考）

平成19年2月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ流動資産      

 1.現金及び預金 522,264 680,262 157,998  928,707

 2.売掛金 227,575 236,880 9,304  306,523

 3.たな卸資産 78,158 75,260 △2,897  114,584

 4.繰延税金資産 220,403 134,360 △86,042  132,590

 5.その他 379,643 313,937 △65,706  188,221

 6.貸倒引当金 △17,087 △27,002 △9,914  △21,876

流動資産合計 1,410,957 1,413,698 2,740 0.2 1,648,749

Ⅱ固定資産      

(1)有形固定資産      

  1.建物及び構築物 2,121,448 2,963,165 841,717  2,144,569

  2.土地 1,245,091 1,694,618 449,527  1,245,091

  3.その他 676,094 263,468 △412,625  683,253

有形固定資産合計 4,042,634 4,921,252 878,618 21.7 4,072,914

(2)無形固定資産      

無形固定資産合計 266,315 282,711 16,395 6.2 267,989

(3)投資その他の資産      

  1.投資有価証券 179,180 160,870 △18,309  188,427

  2.繰延税金資産 463,782 526,082 62,299  468,934

  3.敷金・保証金 1,236,325 1,215,133 △21,191  1,250,295

  4.その他 129,589 103,194 △26,394  121,244

  5.貸倒引当金 △4,200 △5,101 △901  △4,334

 　投資その他資産合計 2,004,676 2,000,179 △4,497 △0.2 2,024,568

   固定資産合計 6,313,627 7,204,143 890,516 14.1 6,365,472

　 資産合計 7,724,585 8,617,842 893,257 11.6 8,014,221
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科目

前年同四半期
（平成19年2月期
第3四半期末）

当四半期
（平成20年2月期
第3四半期末）

増減
（参考）

平成19年2月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部)      

 Ⅰ流動負債      

　1.買掛金 33,339 29,921 △3,418  69,290

　2.短期借入金 801,668 1,205,000 403,332  969,000

　3.一年以内返済予定長期
　　借入金 

584,460 662,914 78,454  593,054

　4.未払金 494,040 398,442 △95,598  505,991

　5.未払法人税等 876 5,840 4,964  37,362

　6.繰延税金負債 7 12 4  10

　7.賞与引当金 406,294 241,628 △164,665  211,577

　8.役員賞与引当金 7,500 － △7,500  －

　9.その他 306,734 231,095 △75,638  252,575

流動負債合計 2,634,921 2,774,854 139,933 5.3 2,638,861

 Ⅱ固定負債      

　1.社債 200,000 678,400 478,400  200,000

　2.長期借入金 1,203,455 1,505,265 301,810  1,228,986

　3.退職給付引当金 724,412 830,636 106,223  750,349

　4.役員退職慰労引当金 182,430 192,671 10,241  187,057

　5.その他 6,472 9,111 2,639  7,600

固定負債合計 2,316,770 3,216,083 899,313 38.8 2,373,993

負債合計 4,951,691 5,990,938 1,039,247 21.0 5,012,854

 (純資産の部)      

 Ⅰ株主資本      

　1.資本金 327,893 327,893 －  327,893

　2.資本剰余金 263,954 263,954 －  263,953

　3.利益剰余金 2,127,302 1,981,135 △146,167  2,348,408

　4.自己株式 △1,395 △1,395 －  △1,395

 　 株主資本合計 2,717,754 2,571,587 △146,167 △5.4 2,938,860

 Ⅱ評価・換算差額等      

　1.その他有価証券評価差
　　額金

43,567 32,691 △10,875  49,060

　2.為替換算調整勘定 11,571 20,796 9,224  12,823

 　 評価・為替差額等合計 55,139 53,487 △1,651 △3.0 61,883

 Ⅲ少数株主持分 － 1,828 1,828 － 622

純資産合計 2,772,893 2,626,903 △145,989 △5.3 3,001,367

負債・純資産合計 7,724,585 8,617,842 893,257 11.6 8,014,221
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年2月期
第3四半期）

当四半期
（平成20年2月期
第3四半期）

増減
（参考）

平成19年2月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 8,737,905 8,720,720 △17,185 △0.2 12,381,224

Ⅱ　売上原価 6,596,260 6,618,921 22,661 0.3 8,984,484

売上総利益 2,141,645 2,101,799 △39,846 △1.9 3,396,739

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,252,533 2,332,501 79,968 3.6 3,008,527

営業利益 △110,888 △230,702 △119,814 － 388,212

Ⅳ　営業外収益 12,067 8,494 △3,572 △29.6 16,529

Ⅴ　営業外費用 32,068 67,793 35,724 111.4 49,020

経常利益 △130,889 △290,001 △159,111 － 355,721

Ⅵ　特別利益 － 706 706 － 11,703

Ⅶ　特別損失 45,074 61,132 16,057 35.6 63,476

税金等調整前四半期(当
期)純利益

△175,964 △350,427 △174,462 － 303,947

法人税、住民税及び事業
税

65,400 23,913 △41,486 △63.4 245,295

法人税等調整額 △151,742 △47,730 104,012 － △72,831

少数株主損益 － △1,285 △1,285 － －

四半期(当期)純利益 △89,621 △325,325 △235,703 － 131,484
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第3四半期連結会計期間（自　平成18年3月1日　至　平成18年11月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年2月28日　残高
（千円）

327,893 263,954 2,342,767 △1,395 2,933,218

第3四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △125,842 － △125,842

四半期純利益 － － △89,621 － △89,621

株主資本以外の項目の第3四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － －

第3四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － △215,464 － △215,464

平成18年11月30日　残高
（千円）

327,893 263,954 2,127,302 △1,395 2,717,754

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年2月28日　残高
（千円）

54,526 2,336 56,862 － 2,990,081

第3四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － △125,842

四半期純利益 － － － － △89,621

株主資本以外の項目の第3四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）

△10,959 9,235 △1,723 － △1,723

第3四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

△10,959 9,235 △1,723 － △217,187

平成18年11月30日　残高
（千円）

43,567 11,571 55,139 － 2,772,893
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当第3四半期連結会計期間（自　平成19年3月1日　至　平成19年11月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年2月28日　残高
（千円）

327,893 263,954 2,348,408 △1,395 2,938,860

第3四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △41,947 － △41,947

四半期純利益 － － △325,325 － △325,325

株主資本以外の項目の第3四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － －

第3四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － △367,273 － △367,273

平成19年11月30日　残高
（千円）

327,893 263,954 1,981,135 △1,395 2,571,587

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成19年2月28日　残高
（千円）

49,060 12,823 61,883 622 3,001,367

第3四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － △41,947

四半期純利益 － － － － △325,325

株主資本以外の項目の第3四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）

△16,369 7,972 △8,396 1,206 △7,190

第3四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

△16,369 7,972 △8,396 1,206 △374,463

平成19年11月30日　残高
（千円）

32,691 20,796 53,487 1,828 2,626,903
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年2月28日　残高
（千円）

327,893 263,954 2,342,767 △1,395 2,933,218

第3四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △125,842 － △125,842

四半期純利益 － － 131,484 － 131,484

株主資本以外の項目の第3四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － －

第3四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － 5,641 － 5,641

平成19年2月28日　残高
（千円）

327,893 263,954 2,348,408 △1,395 2,938,860

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年2月28日　残高
（千円）

54,526 2,336 56,862 － 2,990,081

第3四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － △125,842

四半期純利益 － － － － 131,484

株主資本以外の項目の第3四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）

△5,466 10,487 5,021 622 5,644

第3四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

△5,466 10,487 5,021 622 11,285

平成19年2月28日　残高
（千円）

49,060 12,823 61,883 622 3,001,367

－ 9 －



(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年2月期
第3四半期）

当四半期
（平成20年2月期
第3四半期）

（参考）
平成19年2月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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 

△175,964 △350,427 303,947

減価償却費 300,593 302,141 407,017

長期前払費用償却 29,094 28,618 40,200

退職給付引当金増加額 88,931 80,286 114,868

役員退職慰労引当金増加額 22,053 5,614 26,680

賞与引当金増加額 214,505 30,050 19,789

役員賞与引当金増加額 7,500 － －

貸倒引当金増減額 5,010 5,892 9,933

受取利息及び受取配当金 △2,682 △2,903 △3,091

支払利息 30,076 47,891 41,297

社債発行費 － 11,541 －

有形固定資産売却損 － 3,744 －

有形固定資産処分損 5,124 15,358 5,124

減損損失 39,950 39,376 58,352

子会社株式売却益 － － △11,703

売上債権の増減額 △5,089 69,792 △84,000

たな卸資産の増減額 28,598 39,342 △7,810

前受金の増減額 65,536 64,166 △1,779

仕入債務の増減額 △25,382 △39,394 10,566

未払消費税等の増加額 △47,357 △66,398 △18,770

その他 △205,792 △231,381 3,642

小計 375,205 53,312 914,263

宇治神明校事件関連損失の
支出額 

－ － △65,497

利息及び配当金の受取額 2,669 2,259 3,079

利息の支払額 △29,071 △46,239 △42,461

法人税等の支払額 △420,560 △55,436 △452,280

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

△71,757 △46,103 357,103

－ 10 －



前年同四半期
（平成19年2月期
第3四半期）

当四半期
（平成20年2月期
第3四半期）

（参考）
平成19年2月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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 － △34,406 △24,365

有形固定資産の取得による支出 △516,610 △1,082,253 △702,590

無形固定資産の取得による支出 △25,478 △162,074 △46,745

長期前払費用の取得による支出 △44,952 △10,833 △51,348

有形固定資産の売却による収入 － 2,628 －

敷金・保証金の増加額 △52,620 △18,253 △68,158

敷金・保証金の減少額 8,986 52,170 10,294

貸付による支出 △14,500 △100 △14,500

貸付金の回収による収入 189 3,075 1,983

子会社株式取得による支出 － － △4,875

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の売却による収入 

－ － 3,580

新規連結子会社の取得による
収入 

－ － 552

その他 － － －

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△644,984 △1,250,047 △896,172

Ⅲ　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 201,668 236,000 369,000

長期借入金による収入 700,000 850,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △527,660 △503,861 △693,535

社債の発行による収入 － 466,858 －

配当金の支出額 △125,842 △41,569 △124,344

少数株主からの払込みによる
収入 

－ 2,491 622

その他 1,603 200 －

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

249,768 1,010,120 451,743

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

4,617 340 5,907

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又
は減少額）

△462,356 △285,689 △81,417

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 749,877 668,459 749,876

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 287,520 382,769 668,459

－ 11 －



６．四半期個別財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年2月期
第3四半期末）

当四半期
（平成20年2月期
第3四半期末）

増減
（参考）

平成19年2月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ流動資産      

 1.現金及び預金 383,261 483,509 100,247  761,858

 2.売掛金 229,720 234,523 4,802  306,478

 3.たな卸資産 77,461 74,728 △2,732  114,112

 4.繰延税金資産 220,332 134,316 △86,015  132,543

 5.その他 364,628 333,918 △30,709  207,677

 6.貸倒引当金 △24,025 △27,002 △2,976  △28,152

流動資産合計 1,251,377 1,233,993 △17,383 △1.4 1,494,518

Ⅱ固定資産      

 (1)有形固定資産      

 　1.建物及び構築物 2,121,448 2,963,165 841,717  2,144,569

 　2.土地 1,245,091 1,694,618 449,527  1,245,091

 　3.その他 675,071 262,138 △412,932  682,615

 　有形固定資産合計 4,041,611 4,919,923 878,312 21.7 4,072,275

 (2)無形固定資産      

 　無形固定資産合計 266,170 282,565 16,395 6.2 267,843

 (3)投資その他の資産      

 　1.投資有価証券 179,180 160,870 △18,309  188,427

 　2.繰延税金資産 477,159 526,082 48,923  468,934

 　3.敷金・保証金 1,233,325 1,212,133 △21,191  1,247,295

 　4.その他 275,857 276,030 172  277,205

 　5.貸倒引当金 △30,209 △70,700 △40,490  △49,600

 　投資その他の資産合計 2,135,312 2,104,416 △30,896 △1.4 2,132,263

固定資産合計 6,443,093 7,306,905 863,811 13.4 6,472,382

資産合計 7,694,471 8,540,899 846,427 11.0 7,966,900

－ 12 －



科目

前年同四半期
（平成19年2月期
第3四半期末）

当四半期
（平成20年2月期
第3四半期末）

増減
（参考）

平成19年2月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ流動負債      

 1.買掛金 30,543 30,674 130  66,117

 2.短期借入金 801,668 1,205,000 403,332  969,000

 3.一年以内返済予定長期
　 借入金

584,460 662,914 78,454  593,054

 4.未払金 496,763 394,847 △101,915  509,003

 5.未払法人税等 － 5,506 5,506  35,872

 6.賞与引当金 406,294 241,628 △164,665  201,577

 7.役員賞与引当金 7,500 － △7,500  10,000

 8.その他 303,023 239,729 △63,294  250,805

流動負債合計 2,630,252 2,780,300 150,047 5.7 2,635,430

Ⅱ固定負債      

 1.社債 200,000 678,400 478,400  200,000

 2.長期借入金 1,203,455 1,505,265 301,810  1,228,986

 3.退職給付引当金 724,412 830,636 106,223  750,349

 4.役員退職慰労引当金 182,430 192,671 10,241  187,057

 5.その他 6,472 9,111 2,639  7,600

固定負債合計 2,316,770 3,216,083 899,313 38.8 2,373,993

負債合計 4,947,022 5,996,384 1,049,361 21.2 5,009,423

（純資産の部）      

Ⅰ株主資本      

 1.資本金 327,893 327,893 －  327,893

 2.資本剰余金 263,954 263,954 －  263,954

 3.利益剰余金      

 （1）利益準備金 41,000 41,000 －  41,000

 （2）その他利益剰余金      

 　　 任意積立金 1,310,000 1,310,000 －  1,310,000

 　　 繰越利益剰余金 762,429 570,372 △192,057  966,965

 　　 利益剰余金合計 2,113,429 1,921,372 △192,057  2,317,965

 4.自己株式 △1,395 △1,395 －  △1,395

株主資本合計 2,703,881 2,511,823 △192,057 △7.1 2,908,416

Ⅱ評価・換算差額等      

 1.その他有価証券評価
   差額金

43,567 32,691 △10,875  49,060

評価・換算差額等
合計

43,567 32,691 △10,875 △25.0 49,060

純資産合計 2,747,448 2,544,514 △202,933 △7.4 2,957,477

負債純資産合計 7,694,471 8,540,899 846,427 11.0 7,966,900

－ 13 －



(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年2月期
第3四半期）

当四半期
（平成20年2月期
第3四半期）

増減
（参考）

平成19年2月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 8,646,826 8,619,945 △26,881 △0.3 12,265,785

Ⅱ　売上原価 6,529,590 6,548,604 19,013 0.3 8,891,525

 売上総利益 2,117,235 2,071,340 △45,895 △2.2 3,374,260

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,249,539 2,321,026 71,487 3.2 2,977,767

 営業利益 △132,303 △249,685 △117,382 － 396,492

Ⅳ　営業外収益 12,301 9,333 △2,967 △24.1 16,104

Ⅴ　営業外費用 32,743 81,586 48,842 149.2 72,641

 経常利益 △152,746 △321,938 △169,192 － 339,955

Ⅵ　特別利益 － 706 706 － －

Ⅶ　特別損失 45,074 61,132 16,057 35.6 63,203

 　　税引前四半期(当期)
　　 純利益

△197,820 △382,364 △184,543 － 276,752

　　 法人税、住民税及び
     事業税

60,963 20,014 △40,949 △67.2 238,742

 　　法人税等調整額 △155,575 △47,733 107,841 － △63,316

 　　四半期(当期)純利益 △103,209 △354,645 △251,436 － 101,326

－ 14 －



(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前第3四半期会計期間（自　平成18年3月1日　至　平成18年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年2月28日　残高
（千円）

327,893 263,954 263,954 41,000 1,210,000 1,091,481 2,342,481 △1,395 2,932,933

第3四半期会計期間中の変動額

別途積立金の積立 － － － － 100,000 △100,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － △125,842 △125,842 － △125,842

四半期純利益 － － － － － △103,209 △103,209 － △103,209

株主資本以外の項目の第3四
半期会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － － － － － －

第3四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － － － 100,000 △329,051 △229,051 － △229,051

平成18年11月30日　残高
（千円）

327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 762,430 2,113,429 △1,395 2,703,881

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年2月28日　残高
（千円）

54,526 54,526 2,987,459

第3四半期会計期間中の変動額

別途積立金の積立 － － －

剰余金の配当 － － △125,842

四半期純利益 － － △103,209

株主資本以外の項目の第3四半
期会計期間中の変動額（純額）

△10,959 △10,959 △10,959

第3四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

△10,959 △10,959 △240,010

平成18年11月30日　残高
（千円）

43,567 43,567 2,747,448

－ 15 －



当第3四半期会計期間（自　平成19年3月1日　至　平成19年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年2月28日　残高
（千円）

327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 966,965 2,317,965 △1,395 2,908,416

第3四半期会計期間中の変動額

別途積立金の積立 － － － － － － － － －

剰余金の配当 － － － － － △41,947 △41,947 － △41,947

四半期純利益 － － － － － △354,645 △354,645 － △354,645

株主資本以外の項目の第3四
半期会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － － － － － －

第3四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － － － － △396,593 △396,593 － △396,593

平成19年11月30日　残高
（千円）

327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 570,372 1,921,372 △1,395 2,511,823

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年2月28日　残高
（千円）

49,060 49,060 2,957,477

第3四半期会計期間中の変動額

別途積立金の積立 － － －

剰余金の配当 － － △41,947

四半期純利益 － － △354,645

株主資本以外の項目の第3四半
期会計期間中の変動額（純額）

△16,369 △16,369 △16,369

第3四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

△16,369 △16,369 △412,962

平成19年11月30日　残高
（千円）

32,691 32,691 2,544,514

－ 16 －



（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年2月28日　残高
（千円）

327,893 263,954 263,954 41,000 1,210,000 1,091,481 2,342,481 △1,395 2,932,933

第3四半期会計期間中の変動額

別途積立金の積立 － － － － 100,000 △100,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － △125,842 △125,842 － △125,842

四半期純利益 － － － － － 101,326 101,326 － 101,326

株主資本以外の項目の第3四
半期会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － － － － － －

第3四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － － － 100,000 △124,516 △24,516 － △24,516

平成19年2月28日　残高
（千円）

327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 966,965 2,317,965 △1,395 2,908,416

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年2月28日　残高
（千円）

54,526 54,526 2,987,459

第3四半期会計期間中の変動額

別途積立金の積立 － － －

剰余金の配当 － － △125,842

四半期純利益 － － 101,326

株主資本以外の項目の第3四半
期会計期間中の変動額（純額）

△5,466 △5,466 △5,466

第3四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

△5,466 △5,466 △29,982

平成19年2月28日　残高
（千円）

49,060 49,060 2,957,477

－ 17 －


