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（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 2,467 △3.5 △483 － △498 － △410 －

20年２月期第１四半期 2,555 2.3 △555 － △565 － △510 －

20年２月期 12,297  265  198  △96  

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

21年２月期第１四半期 △48 90

20年２月期第１四半期 △60 88

20年２月期 △11 51

(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 8,480 2,448 28.8 291 55

20年２月期第１四半期 8,057 2,452 30.4 292 34

20年２月期 8,761 2,851 32.5 339 57

(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 △188 △98 186 492

20年２月期第１四半期 △300 △558 516 328

20年２月期 585 △1,368 705 592
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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２月期第１四半期 － －

21年２月期第１四半期 － －

３．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、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 6,017 2.0 △310 － △343 － △348 － △41 48

通期 12,920 5.1 271 2.2 205 3.2 103 － 12 28

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　　　　　　　　　　　　：　無

 

※　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１四半期におけるわが国の経済は、企業収益の弱含み、輸出の伸びの鈍化などが見られる中、原油価格の動向等、

景気は下振れリスクをはらみ、足踏み状態で推移しました。

　当業界におきましては、商品・サービスを補完するための事業提携や合併がによる業界再編が進みました。また、学

習塾による公立中学への補習導入や教師の研修等に象徴されるように、学習塾の担う役割が多様化してきております。

　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「自立型人間育成プログラム～リーチ

ングを柱にした顧客創造と感動創出・従業員の自立と成長」を掲げて取り組みました。「心・技・体＋生活」に着目し、

これらの質を高めていくスキルを習得できるよう開発したリーチングのプログラムを導入することにより、創業以来の

教育理念「学力と人間性の向上」を、より体系的に実践いたしました。

　第１四半期の教室展開については、小中部で４校（うち小学入試専門校１校）、高校部で１校、個別指導部で２校の

新設開校、ＦＣ事業部から個別指導部への移管３校、直営化１校を行いました。なお、小中部で１校を活動休止、個別

指導部で１校を閉鎖しております。また、個別指導教室「京進スクール・ワン」のフランチャイズについては、４校が

新設開校、１校を閉鎖し、68校となっております。

　生徒数については、基幹部門の小中部で前年同期比100.1％、順調な集客が進む高校部では同103.8％となりましたが、

他部門での集客の遅れから全体生徒数は、前年同期比98.9％となりました。結果として、売上高2,467百万円（前年同期

比96.5％）、経常損失498百万円（前年同期　経常損失565百万円）、賞与引当金戻入益104百万円を特別利益に計上した

ことにより、四半期純損失410百万円（前年同期　四半期純損失510百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ２億80百万円減少し、84億80百万円となりました。その主

な要因は、売掛金の減少額１億27百万円、現金及び預金の減少額96百万円によるものであります。

  なお、純資産は24億48百万円となり、自己資本比率は28.8％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

  当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は４億92百万円となり、前連結会計年度末と比較して99百万円の

減少となりました。

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」は１億88百万円の支出となりました。主な増加要因は、減価償却費１億円及

び売上債権の増加額１億27百万円であり、主な減少要因は税金等調整前四半期純利益の△３億95百万円であります。

  「投資活動によるキャッシュ・フロー」は98百万円の支出となりました。主な要因は有形・無形固定資産の取得によ

る支出１億円であります。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は１億86百万円の収入となりました。主な増加要因は、短期・長期借入金に

よる収入が３億80百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出１億70百万円及び社債の償還による支

出が21百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年４月14日に発表した平成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）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

 　　該当事項はありません。
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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20年2月期
第1四半期末）

当四半期
（平成21年2月期
第1四半期末）

増減
（参考）

平成20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 592,334 815,098 222,763  911,300

 2.売掛金 183,233 177,871 △5,361  305,246

 3.たな卸資産 76,403 82,374 5,971  113,549

 4.繰延税金資産 199,966 104,449 △95,516  123,764

 5.その他 221,051 210,266 △10,784  225,360

 6.貸倒引当金 △21,688 △30,447 △8,759  △29,772

流動資産合計 1,251,300 1,359,613 108,312 8.7 1,649,447

Ⅱ固定資産      

(1)有形固定資産      

  1.建物及び構築物 2,107,285 2,874,114 766,829  2,857,315

  2.土地 1,685,317 1,651,614 △33,702  1,651,614

  3.その他 693,724 217,926 △475,797  229,203

有形固定資産合計 4,486,327 4,743,656 257,328 5.7 4,738,134

(2)無形固定資産      

無形固定資産合計 296,538 279,591 △16,946 △5.7 285,637

(3)投資その他の資産      

  1.投資有価証券 183,606 138,336 △45,269  132,064

  2.繰延税金資産 481,888 609,286 127,397  600,481

  3.敷金・保証金 1,248,129 1,201,420 △46,708  1,204,035

  4.その他 113,688 156,911 43,222  159,087

  5.貸倒引当金 △4,311 △8,036 △3,725  △7,177

 　投資その他資産合計 2,023,001 2,097,918 74,917 3.7 2,088,492

   固定資産合計 6,805,867 7,121,166 315,299 4.6 7,112,264

　 資産合計 8,057,167 8,480,779 423,611 5.3 8,761,712
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科目

前年同四半期
（平成20年2月期
第1四半期末）

当四半期
（平成21年2月期
第1四半期末）

増減
（参考）

平成20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 19,905 12,921 △6,983  63,502

　2.短期借入金 830,000 1,130,000 300,000  950,000

　3.一年以内償還予定社債 － 72,000 72,000  72,000

　4.一年以内返済予定長期
　　借入金 

659,628 664,388 4,760  659,157

　5.未払金 406,204 494,747 88,542  501,199

　6.未払法人税等 17,254 12,647 △4,606  56,437

　7.繰延税金負債 7 14 7  8

　8.賞与引当金 398,711 199,670 △199,041  214,099

　9.その他 248,088 258,287 10,199  240,799

流動負債合計 2,579,799 2,844,677 264,877 10.3 2,757,204

 Ⅱ固定負債      

　1.社債 500,000 570,400 70,400  592,000

　2.長期借入金 1,551,855 1,498,327 △53,528  1,474,549

　3.退職給付引当金 775,351 908,160 132,808  879,610

　4.役員退職慰労引当金 190,626 199,608 8,982  196,256

　5.その他 6,925 11,079 4,153  11,012

固定負債合計 3,024,757 3,187,574 162,817 5.4 3,153,427

負債合計 5,604,557 6,032,252 427,694 7.6 5,910,632

 (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 1,795,678 1,799,610 3,932  2,209,863

　4.自己株式 △1,395 △1,395 －  △1,395

 　 株主資本合計 2,386,130 2,390,062 3,932 0.2 2,800,314

 Ⅱ評価・換算差額等      

　1.その他有価証券評価差
　　額金

46,196 29,883 △16,313  26,157

　2.為替換算調整勘定 17,935 25,991 8,056  22,345

 　 評価・為替差額等合計 64,131 55,874 △8,256 △12.9 48,503

 Ⅲ少数株主持分 2,348 2,589 241 10.3 2,261

純資産合計 2,452,610 2,448,527 △4,083 △0.2 2,851,080

負債・純資産合計 8,057,167 8,480,779 423,611 5.3 8,761,712
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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20年2月期
第1四半期）

当四半期
（平成21年2月期
第1四半期）

増減
（参考）

平成20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 2,555,645 2,467,447 △88,197 △3.5 12,297,455

Ⅱ　売上原価 2,177,484 2,152,865 △24,618 △1.1 9,005,326

売上総利益 378,160 314,581 △63,578 △16.8 3,292,129

Ⅲ　販売費及び一般管理費 933,443 798,364 △135,079 △14.5 3,027,060

営業利益 △555,283 △483,782 71,500 － 265,068

Ⅳ　営業外収益 1,787 3,168 1,380 77.2 20,825

Ⅴ　営業外費用 12,196 17,963 5,767 47.3 87,211

経常利益 △565,691 △498,578 67,113 － 198,683

Ⅵ　特別利益 211 105,775 105,563 49,944.8 －

Ⅶ　特別損失 14,010 2,354 △11,656 △83.2 245,812

税金等調整前四半期(当
期)純利益

△579,490 △395,157 184,333 － △47,129

法人税、住民税及び事業
税

10,434 6,797 △3,636 △34.9 157,390

法人税等調整額 △78,377 7,969 86,346 － △107,069

少数株主損益 765 △328 △1,093 － 852

四半期(当期)純利益 △510,782 △410,252 100,530 － △96,598
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第1四半期連結会計期間（自　平成19年3月1日　至　平成19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19年2月28日　残高
（千円）

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

第1四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 － － △510,782 － △510,782

株主資本以外の項目の第1四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － －

第1四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － △552,730 － △552,730

平成19年5月31日　残高
（千円）

327,893 263,954 1,795,678 △1,395 2,386,130

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1四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 － － － － △510,782

株主資本以外の項目の第1四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）

△2,864 5,111 2,247 1,726 3,973

第1四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

△2,864 5,111 2,247 1,726 △548,756

平成19年5月31日　残高
（千円）

46,196 17,935 64,131 2,348 2,452,610
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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）

327,893 263,954 2,209,863 △1,395 2,800,314

第1四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － －

四半期純利益 － － △410,252 － △410,252

株主資本以外の項目の第1四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － －

第1四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － △410,252 － △410,252

平成20年5月31日　残高
（千円）

327,893 263,954 1,799,610 △1,395 2,390,062

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20年2月29日　残高
（千円）

26,157 22,345 48,503 2,261 2,851,080

第1四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － －

四半期純利益 － － － － △410,252

株主資本以外の項目の第1四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）

3,725 3,646 7,371 328 7,699

第1四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

3,725 3,646 7,371 328 △402,552

平成20年5月31日　残高
（千円）

29,883 25,991 55,874 2,589 2,448,527
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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19年3月1日　至　平成20年2月29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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △41,947 － △41,947

当期純損失 － － △96,598 － △96,598

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）

－ － △138,545 － △138,545

平成20年2月29日　残高
（千円）

327,893 263,954 2,209,863 △1,395 2,800,314

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △41,947

当期純損失 － － － － △96,598

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△22,902 9,522 △13,380 1,638 △11,741

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△22,902 9,522 △13,380 1,638 △150,287

平成20年2月29日　残高
（千円）

26,157 22,345 48,503 2,261 2,851,080

－ 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20年2月期
第1四半期）

当四半期
（平成21年2月期
第1四半期）

（参考）
平成20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 

△579,490 △395,157 △47,129

減価償却費 92,059 100,933 418,559

長期前払費用償却 9,822 6,369 35,275

退職給付引当金増加額 25,001 28,549 129,260

役員退職慰労引当金増加額 3,569 3,352 9,199

賞与引当金増減額 187,133 △14,429 2,521

貸倒引当金増減額 △211 1,534 10,738

受取利息及び受取配当金 △202 △935 △8,236

支払利息 11,767 16,745 65,649

社債発行費償却 － － 11,541

投資有価証券評価損 － － 17,806

有形固定資産売却損 3,744 － －

有形固定資産処分損 10,265 2,354 22,927

減損損失 － － 205,078

売上債権の増加額 123,456 127,436 1,492

たな卸資産の増加額 38,212 31,190 1,066

前受金の増加額 29,950 18,488 9,154

仕入債務の減少額 △49,771 △50,580 △5,703

未払消費税等の増減額 △20,619 54,964 △49,193

その他 △140,471 △53,664 △29,729

小計 △255,782 △122,847 800,280

利息及び配当金の受取額 191 935 6,874

利息の支払額 △12,148 △16,824 △65,729

法人税等の支払額 △32,613 △50,199 △155,426

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

△300,352 △188,936 585,999

－ 10 －



前年同四半期
（平成20年2月期
第1四半期）

当四半期
（平成21年2月期
第1四半期）

（参考）
平成20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 － － △51,368

有形固定資産の取得による支出 △523,487 △81,225 △1,176,402

有形固定資産の売却による収入 2,628 － 2,628

無形固定資産の取得による支出 △38,983 △19,379 △115,873

長期前払費用の取得による支出 △837 △2,744 △16,045

敷金・保証金の増加額 △5,536 △741 △65,559

敷金・保証金の減少額 7,153 3,337 55,531

貸付による支出 △100 △280 △5,450

貸付金の回収による収入 1,002 2,184 4,387

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△558,161 △98,848 △1,368,153

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 △139,000 180,000 △19,000

長期借入金による収入 550,000 200,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △160,557 △170,991 △688,334

社債の発行による収入 300,000 － 488,458

社債の償還による支出 － △21,600 △36,000

配当金の支出額 △35,990 △1,159 △41,712

少数株主からの払込みによる
収入 

2,491 － 2,491

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

516,943 186,249 705,902

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

2,019 1,564 142

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又
は減少額）

△339,551 △99,971 △76,108

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 668,459 592,350 668,459

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 328,907 492,379 592,350
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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20年2月期
第1四半期末）

当四半期
（平成21年2月期
第1四半期末）

増減
（参考）

平成20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 404,483 612,275 207,791  698,517

 2.売掛金 185,904 182,379 △3,525  302,137

 3.たな卸資産 75,894 65,832 △10,061  98,977

 4.繰延税金資産 199,934 104,436 △95,497  123,730

 5.その他 234,345 218,852 △15,493  236,030

 6.貸倒引当金 △28,615 △30,469 △1,854  △29,772

流動資産合計 1,071,947 1,153,305 81,358 7.6 1,429,621

Ⅱ固定資産      

 (1)有形固定資産      

 　1.建物及び構築物 2,107,285 2,874,114 766,829  2,857,315

 　2.土地 1,685,317 1,651,614 △33,702  1,651,614

 　3.その他 692,301 216,572 △475,728  227,769

 　有形固定資産合計 4,484,904 4,742,302 257,397 5.7 4,736,699

 (2)無形固定資産      

 　無形固定資産合計 296,392 279,445 △16,946 △5.7 285,439

 (3)投資その他の資産      

 　1.投資有価証券 183,606 138,336 △45,269  132,064

 　2.繰延税金資産 481,888 609,286 127,397  600,481

 　3.敷金・保証金 1,245,129 1,198,420 △46,708  1,201,035

 　4.その他 278,964 341,126 62,162  346,671

 　5.貸倒引当金 △55,367 △83,084 △27,717  △82,225

 　投資その他の資産合計 2,134,220 2,204,085 69,864 3.3 2,198,028

固定資産合計 6,915,517 7,225,833 310,315 4.5 7,220,167

資産合計 7,987,465 8,379,139 391,674 4.9 8,649,789
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科目

前年同四半期
（平成20年2月期
第1四半期末）

当四半期
（平成21年2月期
第1四半期末）

増減
（参考）

平成20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 17,830 12,409 △5,420  61,611

 2.短期借入金 830,000 1,130,000 300,000  950,000

 3.一年以内償還予定社債 － 72,000 72,000  72,000

 4.一年以内返済予定長期
　 借入金

659,628 664,388 4,760  659,157

 5.未払金 407,947 497,019 89,071  502,844

 6.未払法人税等 15,840 11,735 △4,105  52,984

 7.賞与引当金 398,711 199,670 △199,041  214,099

 8.その他 248,974 254,491 5,517  226,019

流動負債合計 2,578,932 2,841,713 262,781 10.2 2,738,715

Ⅱ固定負債      

 1.社債 500,000 570,400 70,400  592,000

 2.長期借入金 1,551,855 1,498,327 △53,528  1,474,549

 3.退職給付引当金 775,351 908,160 132,808  879,610

 4.役員退職慰労引当金 190,626 199,608 8,982  196,256

 5.その他 6,925 11,079 4,153  11,012

固定負債合計 3,024,757 3,187,574 162,817 5.4 3,153,427

負債合計 5,603,690 6,029,288 425,598 7.6 5,892,143

（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 396,126 378,515 △17,610  790,036

 　　 利益剰余金合計 1,747,126 1,729,515 △17,610 △1.0 2,141,036

 4.自己株式 △1,395 △1,395 －  △1,395

株主資本合計 2,337,578 2,319,967 △17,610 △0.8 2,731,488

Ⅱ評価・換算差額等      

 1.その他有価証券評価
   差額金

46,196 29,883 △16,313  26,157

評価・換算差額等
合計

46,196 29,883 △16,313 △35.3 26,157

純資産合計 2,383,774 2,349,850 △33,923 △1.4 2,757,645

負債純資産合計 7,987,465 8,379,139 391,674 4.9 8,649,789
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年2月期
第1四半期）

当四半期
（平成21年2月期
第1四半期）

増減
（参考）

平成20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 2,520,916 2,434,727 △86,189 △3.4 12,162,779

Ⅱ　売上原価 2,155,650 2,130,472 △25,177 △1.2 8,924,657

 売上総利益 365,266 304,254 △61,011 △16.7 3,238,122

Ⅲ　販売費及び一般管理費 933,489 791,713 △141,775 △15.2 2,997,492

 営業利益 △568,223 △487,459 80,763 － 240,629

Ⅳ　営業外収益 2,335 3,411 1,075 46.0 18,239

Ⅴ　営業外費用 18,291 17,368 △922 △5.0 107,009

 経常利益 △584,178 △501,417 82,761 － 151,860

Ⅵ　特別利益 － 105,767 105,767 － －

Ⅶ　特別損失 14,010 2,354 △11,656 △83.2 245,812

 　　税引前四半期(当期)
　　 純利益

△598,188 △398,003 200,184 － △93,952

　　 法人税、住民税及び
     事業税

9,090 5,574 △3,515 △38.7 148,108

 　　法人税等調整額 △78,387 7,942 86,329 － △107,080

 　　四半期(当期)純利益 △528,891 △411,520 117,370 － △134,981
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前第1四半期会計期間（自　平成19年3月1日　至　平成19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

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1四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 － － － － － △528,891 △528,891 － △528,891

株主資本以外の項目の第1四
半期会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － － － － － －

第1四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － － － － △570,838 △570,838 － △570,838

平成19年5月31日　残高
（千円）

327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 396,126 1,747,126 △1,395 2,337,578

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1四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 － － △528,891

株主資本以外の項目の第1四半
期会計期間中の変動額（純額）

△2,864 △2,864 △2,864

第1四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

△2,864 △2,864 △573,702

平成19年5月31日　残高
（千円）

46,196 46,196 2,383,774
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当第1四半期会計期間（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

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

任意積立金
繰越利益剰
余金

平成20年2月29日　残高
（千円）

327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 790,036 2,141,036 △1,395 2,731,488

第1四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － － － － －

四半期純利益 － － － － － △411,520 △411,520 － △411,520

株主資本以外の項目の第1四
半期会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － － － － － －

第1四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － － － － △411,520 △411,520 － △411,520

平成20年5月31日　残高
（千円）

327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 378,515 1,729,515 △1,395 2,319,967

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20年2月29日　残高
（千円）

26,157 26,157 2,757,645

第1四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － －

四半期純利益 － － △411,520

株主資本以外の項目の第1四半
期会計期間中の変動額（純額）

3,725 3,725 3,725

第1四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

3,725 3,725 △407,795

平成20年5月31日　残高
（千円）

29,883 29,883 2,349,850
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（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29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

任意積立金
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

事業年度中の変動額

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

当期純損失 － － － － － △134,981 △134,981 － △134,981

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － △176,928 △176,928 － △176,928

平成20年2月29日　残高
（千円）

327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 790,036 2,141,036 △1,395 2,731,488

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － △41,947

当期純損失 － － △134,981

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△22,902 △22,902 △22,902

事業年度中の変動額合計
（千円）

△22,902 △22,902 △199,831

平成20年2月29日　残高
（千円）

26,157 26,157 2,757,645
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