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                          (財）財務会計基準機構会員  

 

平成21年２月期 第１四半期財務・業績の概況 

平成20年７月11日 
 

 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成21年２月期第１四半期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年５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 ％ 

21年２月期第１四半期 4,181 △0.7 △626 － △629 － △826 － 

20年２月期第１四半期 4,212 △1.4 △552 － △555 － △773 － 

20年２月期 20,127 0.7 897 △26.4 915 △25.8 398 － 

 

 
１株当たり四半期 
（ 当 期 ） 純 利 益 

潜在株式調整後１株当り
四半期（当期）純利益

 円 銭 円 銭 

21年２月期第１四半期 △91 27 － 

20年２月期第１四半期 △80 98 － 

20年２月期 41 75 － 

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す｡   
 
(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 

21年２月期第１四半期 10,388 4,478 43.1 523 79 

20年２月期第１四半期 10,967 4,564 41.6 477 88 

20年２月期 11,786 5,713 48.5 598 22 

 
(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 

21年２月期第１四半期 △1,344 13 303 1,730 

20年２月期第１四半期 △418 △108 598 1,926 

20年２月期 1,673 △374 △394 2,759 

 
 
 
 

上 場 会 社 名  株式会社市進 上場取引所 ジャスダック証券取引所 

コ ー ド 番 号  4645  ＵＲＬ http://ir.ichishin.co.jp 

代 表 者  役職名 代表取締役社長 氏名 田代 英壽   

問合せ先責任者  役職名 業務第二本部本部長 氏名 竹内  厚 ＴＥＬ： (047)335-2888 
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２．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28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 

中 間 期 10,007 0.6 220 △43.8 230 △41.3 100 47.1 11 36 

通     期 20,830 3.5 1,100 22.6 1,130 23.4 560 40.5 64 54 

※上記の業績予想は、本資料の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異なる結果となる可能性があります。 
 
 
３．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) 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１四半期における日本経済は、原油価格や原材料の高騰を背景に生活必需品の値上がりによる消費
者マインドの低下や雇用情勢の停滞等、先行きは不透明な状況となっております。 
 当業界におきましては、少子化による激しい生徒獲得競争が繰り広げられ、また、大手を中心とした営
業拠点拡大の傾向は継続しております。 
 このような状況の中、当社グループでは、小中学部門である市進学院の新設教室として、東京都に金町
教室、馬込教室、千葉県に海浜幕張教室、印西牧の原教室を開設、平成20年２月から営業を開始しており
ます。また、北野教室（東京都）とせんげん台教室（埼玉県）を平成20年３月から地域密着型の高校受験
専用教室としてリニューアルしております。 
 高校部門である市進予備校は、東京都に赤羽校、千葉県に松戸校を開設、平成20年３月から営業を開始
しております。赤羽校、松戸校では、他の市進予備校の校舎と同様に、生徒それぞれの多様なニーズに合
わせて、ライブ授業と映像配信授業「市進ウイングネット」のいずれの受講も可能となる体制を整えてお
ります。 
 また、昨年度より開始しました「市進ウイングネット」の外部提携塾への販売も予定通りに推移してお
り、平成20年５月末現在の提携数は36社、60校となっております。 
 さて、当社グループでは今年度、グループ全拠点が全商品の販売窓口となる「マルチチャンネル化」に
取り組んでおります。平成20年度夏期講習からは、新たに市進学院８教室内へ個太郎塾の追加開設を予定
しております。平成20年３月の市進ウイングネット（市進学院高等部）の開設に引き続き、株式会社個学
舎直営の個太郎塾内へのウイングネット開設も進んでおり、今後の生徒集客増が期待されます。 
 個別指導部門の個太郎塾は株式会社個学舎の直営教室として、埼玉県に草加教室、茨城県に守谷教室を
開設、平成 20 年３月の春期講習から営業を開始しております。平成 20 年６月からは東京都に住吉教室、
千葉県に船橋南教室を新たに開設、営業を開始しております。 
  
 個太郎塾の外部一般によるフランチャイズ教室としては、東京都に高円寺教室、神奈川県に向河原教室、
市が尾教室、茨城県に水戸駅南教室を平成 20 年６月から、埼玉県に与野教室を平成 20 年７月から開設、
営業を開始しております。 
 また、株式会社増進会出版社およびＺ会グループとの業務資本提携契約（平成 20 年２月 26 日付締結）
に基づいた具体的な施策として、平成20年度夏期講習から市進予備校千葉校内に東大Ｚ会マスターコース
千葉教室を開講いたします。これは業務提携推進委員会にて検討をしておりますコンテンツの一部にすぎ
ず、今後も相互に研究を重ね、様々な新しいサービスを展開していく予定でおります。 
 
 首都圏における中学受験市場におきましては、私立中学だけでなく、 近は公立中高一貫校への進学ニ
ーズが高まる一方、高校受験市場におきましては、推薦入学の増加など進学ニーズが多様化する中、同業
他社間の競争はますます激しくなっております。小中学部門の市進学院の生徒集客数は減少傾向にありま
すが、今期着手したマルチチャンネル化の効果もあり、第１四半期売上は前年並みを維持しております。 
 高校部門の市進予備校では、大学全入時代を迎え、生徒集客数は減少傾向にあり、また、推薦入試やＡ
Ｏ入試などが増加する中、通塾期間は短期化する厳しい状況となっています。 
 一方、個別指導部門の個太郎塾では、小学生から高校卒業生までと対象学年が幅広いことと個別指導へ
のニーズの高まりから生徒在籍状況は増加傾向にあります。 
 以上の結果、当第１四半期の売上高は4,181百万円（前年同期比0.7%減、31百万円減）とほぼ前年並み
となりましたが、マルチチャンネル化に伴う設備投資等、将来の市進グループ発展を期して積極的な投資
を行った結果、経常損失は629百万円（前年同期経常損失555百万円）、第１四半期純損失は826百万円（前
年同期純損失773百万円）となりました。 
 
＜第１四半期における損益の特徴＞ 
 第１四半期の売上高には、春期講習料が含まれるものの、新学年開始段階における生徒数は年間を通じ
てみた場合、 も少ない立ち上がり生徒数といえます。その一方で、人件費や賃借料などの費用は生徒集
客数に関わらず固定的に発生しており、結果として、第１四半期期末におきましては、営業損失、経常損
失、第１四半期純損失が計上されることになります。 
 当社グループにおきましては、夏期講習から９月にかけてが大きな生徒集客のタイミングであり、例年、
秋から冬にかけて生徒数はピークを迎えます。この結果、中間決算では夏期講習、期末決算では冬期講習
の収入が計上され、年間利益を確保していく構造となっております。 
 なお、今年度の営業損失、経常損失、第１四半期純損失については、当期、マルチチャンネル化におけ
る積極的な投資を行っていることから、それぞれ前年同時期より赤字幅が拡大しておりますが、このマル
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チチャンネル化の売上高に与える効果は下半期に予定しているため、この赤字幅は想定内のものでありま
す。 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
（1） 資産・負債・純資産の変動状況 
 当第１四半期における資産は、前連結会計年度と比較して 1,398 百万円減少し、10,388 百万円となり
ました。主な内容としては、自己株式取得資金の支出、授業料口座振替日の影響による前受金の減少、繰
延税金資産の減少などによります。 
 負債は、前連結会計年度と比較して163百万円減少し、5,909百万円となりました。主な内容としては
前受金が減少したことによります。 
 純資産は、前連結会計年度と比較して1,234百万円減少し、4,478百万円となりました。主な内容とし
ては、第１四半期純損失、自己株式取得によるものであります。 
 
（2） 連結キャッシュ・フローの状況 
 当第１四半期における現金及び現金同等物の残高は、1,730百万円となり、前連結会計年度と比較して
1,028百万円減少いたしました。 
 
①営業活動によるキャッシュ・フロー 
 営業活動におけるキャッシュ・フローは1,344百万円の支出となりました。これは、主に税金等調整前
第１四半期純損失の計上と前受金の減少によるものであります。 
②投資活動によるキャッシュ・フロー 
 投資活動におけるキャッシュ・フローは13百万円の収入となりました。 
③財務活動によるキャッシュ・フロー 
 財務活動におけるキャッシュ・フローは303百万円の収入となりました。これは、短期借入金の借り入
れによる増加と自己株式取得による減少等の結果であります。 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
 平成21年２月期の業績は、ほぼ予想通りに推移しており、平成20年４月11日発表の業績予想に変更は
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） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
    該当事項はありません。 



 ㈱市進 （4645） 平成 21 年２月期 第１四半期財務・業績の概況 

- 5 - 

５．第１四半期連結財務諸表  

(1) 第１四半期連結貸借対照表                        （単位：千円未満切捨） 

 
前第１四半期 

（平成19年５月31日） 

当第１四半期 

（平成20年５月31日） 

前連結会計年度 

（平成20年２月29日） 

区分 
金額 

（千円） 
構成比 

（％） 

金額 

（千円） 
構成比 

（％） 

金額 

（千円） 
構成比

（％） 

 （資産の部）          

 Ⅰ 流動資産          

    現金及び預金  3,089,178   2,700,401   3,927,982  

    売掛金  30,481   30,144   1,919  

    有価証券  162,207   61,989   162,714  

    たな卸資産  107,364   143,068   110,045  

    繰延税金資産  122,165   127,418   310,411  

    その他  633,497   632,240   682,485  

    貸倒引当金  △14,824   △14,551   △14,384  

    流動資産合計  4,130,071 37.7  3,680,712 35.4  5,181,173 44.0 

 Ⅱ 固定資産          

  １ 有形固定資産          

     建物及び構築物  1,670,681   1,645,617   1,606,051  

     機械装置及び運搬具  694   775   846  

     器具備品  317,667   275,553   272,017  

     土地  637,440   615,471   615,471  

     建設仮勘定  309   10,080   11,791  

    有形固定資産合計  2,626,793 24.0  2,547,498 24.5  2,506,178 21.3 

  ２ 無形固定資産          

    無形固定資産合計  106,067 1.0  96,785 0.9  100,369 0.8 

  ３ 投資その他の資産          

     投資有価証券  119,278   95,597   80,848  

     長期貸付金  24,252   15,590   16,169  

     繰延税金資産  733,322   587,333   600,310  

     差入敷金保証金  2,901,207   2,859,131   2,895,883  

     その他  326,822   505,901   405,901  

     投資その他の資産合計  4,104,883 37.4  4,063,554 39.1  3,999,113 33.9 

    固定資産合計  6,837,745 62.3  6,707,838 64.6  6,605,661 56.0 

    資産合計  10,967,816 100.0  10,388,551 100.0  11,786,834 100.0 
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（単位：千円未満切捨） 

 
前第1四半期 

（平成19年５月31日） 

当第1四半期 

（平成20年５月31日） 

前連結会計年度 

（平成20年２月29日） 

区分 
金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

 （負債の部）          

 Ⅰ 流動負債         

    買掛金  332,372   337,180   281,997  

    短期借入金  810,000   810,000   －  

    1年以内返済予定長期借入金  417,029   374,059   385,679  

    未払金  810,991   818,682   1,022,234  

    未払法人税等  32,267   35,695   98,846  

    前受金  －   582,135   1,046,784  

    賞与引当金  193,044   210,999   500,600  

    その他  1,212,620   371,159   280,834  

    流動負債合計  3,808,324 34.7  3,539,912 34.1  3,616,977 30.7 

 Ⅱ 固定負債          

    長期借入金  1,252,289   1,019,974   1,110,971  

    退職給付引当金  861,182   826,497   812,007  

    役員退職慰労引当金  455,697   458,560   458,560  

    その他  26,225   64,826   74,954  

    固定負債合計  2,595,393 23.7  2,369,857 22.8  2,456,493 20.8 

    負債合計  6,403,718 58.4  5,909,769 56.9  6,073,470 51.5 

             

 （純資産の部）          

 Ⅰ 株主資本          

    資本金  1,375,900 12.5  1,375,900 13.2  1,375,900 11.7 

    資本剰余金  1,085,177 9.9  1,085,177 10.4  1,085,177 9.2 

    利益剰余金  2,643,851 24.1  2,894,426 27.9  3,816,006 32.4 

    自己株式  △141 △0.0  △320,141 △3.1  △141 △0.0 

    株主資本合計  5,104,787 46.5  5,035,362 48.5  6,276,942 53.3 

 Ⅱ 評価・換算差額等          

    その他有価証券評価差額金  43,384 0.4  27,492 0.3  20,495 0.2 

    土地再評価差額金  △584,074 △5.3  △584,074 △5.6  △584,074 △5.0 

    評価・換算差額等合計  △540,689 △4.9  △556,581 △5.4  △563,578 △4.8 

    純資産合計  4,564,097 41.6  4,478,781 43.1  5,713,363 48.5 

    負債純資産合計  10,967,816 100.0  10,388,551 100.0  11,786,834 100.0 
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 (2) 第１四半期連結損益計算書                      （単位：千円未満切捨） 

 
前第１四半期 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年５月31日） 

当第１四半期 

（自 平成20年３月１日  

 至 平成20年５月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成20年２月29日） 

区分 
金額 

（千円） 

百分比 

（％） 

金額 

（千円） 

百分比 

（％） 

金額 

（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  4,212,978 100.0  4,181,922 100.0  20,127,755 100.0 

Ⅱ 売上原価  4,091,513 97.1  4,060,693 97.1  16,627,046 82.6 

   売上総利益 121,465 2.9  121,229 2.9  3,500,709 17.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  673,996 16.0  748,190 17.9  2,603,139 12.9 

   営業利益又は営業損失(△)  △552,531 △13.1  △626,961 △15.0  897,569 4.5 

Ⅳ 営業外収益          

   受取利息 2,718   2,756   15,444   

   受取配当金 －   －   1,847   

   外部模試手数料収入 －   －   18,172   

   自動販売機等収入 763   685   2,806   

   雑収入 3,882 7,365 0.2 10,687 14,129 0.3 19,066 57,336 0.3 

Ⅴ 営業外費用          

   支払利息 9,984   9,099   38,022   

   貸倒引当金繰入額 0   －   264   

   雑損失 46 10,031 0.2 7,462 16,561 0.4 1,058 39,346 0.2 

   経常利益又は経常損失(△)  △555,196 △13.2  △629,393 △15.1  915,560 4.6 

Ⅵ 特別利益          

   固定資産売却益 －   －   26,031   

   移転補償金 － － － 83,868 83,868 2.0 － 26,031 0.1 

Ⅶ 特別損失          

   固定資産除却損 12,447   44,833   30,097   

   減損損失 －   －   186,607   

   その他 － 12,447 0.3 16,490 61,324 1.5 2,770 219,474 1.1 

   税金等調整前当期純利益又は当期純損失(△)  △567,644 △13.5  △606,849 △14.5  722,117 3.6 

   法人税、住民税及び事業税 24,289   28,005   181,588   

   法人税等調整額 181,520 205,810 4.9 191,218 219,224 5.2 141,828 323,416 1.6 

   当期純利益又は当期純損失(△)  △773,454 △18.4  △826,073 △19.8  398,700 2.0 
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 (3) 第１四半期連結株主資本等変動計算書 

 当第１四半期連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31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20年２月29日残高 

（千円） 
1,375,900 1,085,177 3,816,006 △141 6,276,942 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当   △95,506  △95,506 

 自己株式取得    △320,000 △320,000 

 当期純利益   △826,073  △826,073 

 株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
     

 
連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － △921,579 △320,000 △1,241,579 

 
平成20年５月31日残高 

（千円） 
1,375,900 1,085,177 2,894,426 △320,141 5,035,362 

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産 

合計 

 
平成20年２月29日残高 

（千円） 
20,495 △584,074 △563,578 5,713,363 

連結会計年度中の変動額     

 剰余金の配当    △95,506 

 自己株式取得    △320,000 

 当期純利益    △826,073 

 株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
6,997 － 6,997 6,997 

 
連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
6,997 － 6,997 △1,234,582 

 
平成20年５月31日残高 

（千円） 
27,492 △584,074 △556,581 4,478,781 
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 (4) 第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書                 （単位：千円未満切捨） 

 

前第１四半期 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年５月31日） 

当第１四半期 

（自 平成20年３月１日  

 至 平成20年５月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成20年２月29日） 

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    

   税金等調整前第1四半期純損失（△）又は

当期純利益 
△567,644 △606,849 722,117 

   減価償却費 77,293 81,506 320,093 

   減損損失 － － 186,607 

   敷金保証金償却 554 678 7,263 

   貸倒引当金の増加 2,923 166 2,483 

   賞与引当金の増加（△は減少） △302,517 △289,601 33,578 

   退職給付引当金の増加（△は減少） 2,966 14,490 △46,208 

   役員退職慰労引当金の減少 △38,813 － △35,950 

   受取利息及び受取配当金 △2,718 △2,756 △17,291 

   支払利息 9,984 9,099 38,022 

   固定資産売却益 － － △26,031 

   固定資産除却損 12,447 44,833 30,097 

   売上債権の増加 △36,948 △36,209 △13,051 

   たな卸資産の減少（△は増加） 24,451 △33,023 21,771 

   仕入債務の増加 87,316 55,182 36,941 

   未払金の減少 △170,805 △172,316 △21,367 

   前受金の増加（△は減少） 634,721 △558,297 763,421 

   未払消費税等の増加（△は減少） △851 △10,837 3,387 

   役員賞与の支払額 － － △28,540 

   その他 104,467 232,590 △33,097 

    小計 △163,171 △1,271,343 1,944,249 

   利息及び配当金の受取額 1,666 2,287 16,297 

   利息の支払額 △10,557 △8,837 △37,859 

   移転補償金の受取による収入 － － 111,872 

   法人税等の支払額 △246,016 △67,081 △360,704 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △418,080 △1,344,975 1,673,855 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

   定期預金の減少（△は増加） △10 299,927 △6,791 

   有形固定資産の取得による支出 △112,955 △219,117 △364,726 

   有形固定資産の売却による収入 － － 48,000 

   長期貸付による支出 △2,099 △1,980 △4,830 

   長期貸付金の回収による収入 740 2,877 14,406 

   敷金保証金の差入による支出 △27,876 △2,801 △113,571 

   敷金保証金の返還による収入 33,315 37,275 140,373 

   その他 575 △102,869 △87,725 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △108,310 13,312 △374,863 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   短期借入金の増加 810,000 810,000 － 

   長期借入による収入 － － 150,000 

   長期借入金の返済による支出 △126,659 △102,617 △449,327 

   自己株式取得による支出 － △320,000 － 

   配当金の支払額 △85,228 △84,098 △95,412 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 598,112 303,284 △394,739 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加（△は減少） 71,721 △1,028,378 904,252 
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Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,855,075 2,759,328 1,855,075 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,926,797 1,730,950 2,759,328 
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