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（百万円未満切捨て）
１．平成 20 年３月期第３四半期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 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３四半期 4,547 △18.8   　283　△59.3    430 　△44.8  　381 　　 －

19 年３月期第３四半期 5,602  △9.8   　697　△49.4    779   △47.0   △89    　－

(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３四半期    45   28 －   －

19 年３月期第３四半期  △10   63 －   －

(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３四半期        6,713        5,474           81.6       649   39

19 年３月期第３四半期        7,639        5,983           78.3       709   69

(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３四半期        　 73           347          △59         1,195

19 年３月期第３四半期        　220           162         △243         1,310

(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） 中間期末 期末 年間
円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

19 年３月期 　3   50 　3   50 　7   00

20 年３月期 　3   50  －

20 年３月期（予想）  －   3   50
　7　 00
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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、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 5,591 △13.0 △135 　 　－ 61     －   13      －     1   54

（注）平成 19 年 10 月 30 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３四半期におけるわが国の経済は、原油価格を始めとする資源価格の上昇と米国サブプライムロ
ーン問題に端を発した金融投資の動揺が、個人消費の低迷とともに、企業活動の抑制を招き、景気は再
び軟化の兆しをみせております。
　一方、当業界におきましては、少子化に伴う入試競争緩和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社グループは、拠点拡大における拙速展開を避け、新規開校は個別指導専門
教室１教室にとどめ、全部門において教育内容の充実に注力して参りました。その結果、途中入学者数
においていくつかの拠点で前年を上回ることができましたが、引き続き生徒数の減少傾向は変わらず、
依然として厳しい競争下で推移しております。
この結果、当第３四半期における売上高は 4,547 百万円（前年同期比 18.8％減）となり、営業利益が 283
百万円（前年同期比 59.3％減）、経常利益が 430 百万円（前年同期比 44.8％減）、四半期純利益が 381 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 6,713 百万円、5,474 百万円となり、自己資本比率は 81.6％

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 500 百万円減少し、有価証券がＭＭＦの購入により 384 百

万円増加しております。
固定資産につきましては、減価償却費の計上等により有形固定資産が 86 百万円、無形固定資産が 20

百万円それぞれ減少し、さらに、投資有価証券の売却や敷金保証金の償還等により投資その他の資産が
500 百万円減少した結果、606 百万円減少しております。
流動負債につきましては、未払法人税等が 61 百万円、校舎再編成損失引当金が 246 百万円それぞれ減

少した結果、418 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 26 百万円減少し、退職給付引当金が 22 百万円、役員退職

慰労引当金が４百万円それぞれ増加した結果、前年同期とほぼ同じ水準となっています。

３．連結業績予想に関する定性的情報
平成 19 年 10 月 30 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３四半期末）

当四半期末

（平成 20 年３月期

第３四半期末）

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 1,284,666 784,569 △500,096 △38.9 806,099

売掛金 91,897 59,029 △32,867 △35.8 48,078

有価証券 26,063 410,839 384,775 1476.3 29,311

たな卸資産 35,874 38,186 2,312 6.5 39,845

未収還付法人税等 － 14,997 14,997 － 95,994

その他 455,427 266,623 △188,804 △41.5 265,896

貸倒引当金 △551 △354 197 △35.8 △288

流動資産合計 1,893,377 1,573,891 △319,485 △16.9 1,284,936

Ⅱ 固定資産

有形固定資産 2,738,695 2,652,522 △86,173 △3.2 2,712,987

無形固定資産 95,276 75,047 △20,228 △21.2 91,571

投資その他の資産 2,912,239 2,411,864 △500,375 △17.2 2,968,382

固定資産合計 5,746,211 5,139,434 △606,777 △10.6 5,772,941

  資産合計 7,639,589 6,713,326 △926,263 △12.1 7,057,877

（負債の部）
Ⅰ 流動負債

買掛金 46,905 31,981 △14,923 △31.8 11,616

未払金 221,521 195,993 △25,528 △11.5 740,117

未払法人税等 88,105 27,102 △61,003 △69.2 29,090

前受授業料等 217,863 210,710 △7,152 △3.3 339,021

賞与引当金 40,044 24,007 △16,037 △40.1 64,906

校舎再編成損失引当金 325,545 78,662 △246,882 △75.8 3,168

その他 245,474 198,910 △46,563 　△19.0 113,023

流動負債合計 1,185,460 767,368 △418,092 35.3 1,300,943

Ⅱ 固定負債

繰延税金負債 70,086 43,492 △26,593 37.9 103,755

退職給付引当金 74,832 97,186 22,354 △29.9 81,262

役員退職慰労引当金 325,489 330,425 4,936 △1.5 330,425

固定負債合計 470,407 471,105 698 △0.2 515,443

負債合計 1,655,868 1,238,473 △417,394 △25.2 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 6,004,232 5,534,924 △469,308 　 △7.8 5,212,123

　自己株式 △258,563 △258,729 △165 △0.1 △258,563

株主資本合計 7,053,798 6,584,324 △469,474 △6.7 6,261,690

Ⅱ 評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金 103,824 64,430 △39,394 △37.9 153,702

　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 △1,070,077 △1,109,471 △39,394 △3.7 △1,020,199

純資産合計 5,983,721 5,474,852 △508,868 12.3 5,241,490

負債及び純資産合計 7,639,589 6,713,326 △926,263 15.0 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３四半期）

当四半期

（平成 20年３月期

第３四半期）

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 5,602,469 4,547,538 △1,054,931 △18.8 6,423,959

Ⅱ 売上原価 4,121,699 3,631,278 △490,420 △11.9 5,335,913

売上総利益 1,480,770 916,260 △564,510 △38.1 1,088,045

Ⅲ 販売費及び一般管

理費

783,641 632,267 △151,373 △19.3 1,349,576

営業利益

（△営業損失）

697,128 283,992 △413,136 △59.3 △261,531

Ⅳ 営業外収益 82,562 148,158 65,596 79.5 109,815

Ⅴ 営業外費用 － 1,473 1,473 － 3,235

経常利益

（△経常損失）

779,691 430,677 △349,013 △44.8 △154,950

Ⅵ 特別利益 88,004 54,764 △33,240 △37.8 88,004

Ⅶ 特別損失 401,131 80,646 △320,484 △79.9 413,184

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）

466,563 404,794 △61,768 △13.2 △480,130

税金費用 556,215 22,977 △533,238 △95.9 401,629

四半期純利益

（△四半期（当期）純損失）

△89,651 381,817 471,469 525.9 △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３四半期）

当四半期

（平成 20 年３月期

第３四半期）

（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 466,563 404,794 △480,130

減価償却費 135,366 133,526 183,226

退職給付引当金の増減額（△減少額） 15,731 15,924 22,161

役員退職慰労引当金の増減額（△減少額） 15,608 － 20,545

貸倒引当金の増減額（△減少額） 279 △54,698 10,516

賞与引当金の増減額（△減少額） △81,261 △40,899 △56,399

校舎再編成損失引当金の増減額（△減少額） 325,545 78,541 3,168

受取利息及び受取配当金 △17,382 △16,889 △38,940

投資有価証券売却損益（△売却益） △36,924 △96,600 △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 2,105 6,852

減損損失 67,189 － 135,692

校舎再編成損失 － － 252,970

売掛金の増減額（△増加額） △46,501 △10,951 △2,683

前受授業料等の増減額（△減少額） △213,861 △128,310 △92,703

その他 △138,878 △282,767 107,420

小  計 429,023 3,775 △25,860

利息及び配当金の受取額 18,303 17,695 39,246

法人税等の支払額 △227,068 △47,682 △217,541

法人税等の還付額 － 99,589 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 220,258 73,377 △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 △130,758 △120,639 △149,321

有形固定資産の売却による収入 219,645 － 219,645

無形固定資産の取得による支出 △6,240 △9,263 △8,480

投資有価証券の取得による支出 △416,951 △146,469 △420,101

投資有価証券の売却・償還による収入 465,169 387,122 492,061

敷金及び保証金の支払による支出 △94,855 △20,775 △121,920

敷金及び保証金の返還による収入 74,627 232,228 76,814

破産更生債権等の回収による収入 77,242 66,968 77,242

校舎再編成に伴う支出 － △45,448 △13,882

その他 △25,380 3,684 △39,915

投資活動によるキャッシュ・フロー 162,497 347,407 112,141

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

自己株式の取得による支出 － △165 －

配当金の支払額 △93,365 △59,646 △94,012

財務活動によるキャッシュ・フロー △243,365 △59,812 △244,012

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － △974 98

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額） 139,390 △359,998 △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 1,310,729 1,195,409 835,410


