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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 9,062 ― △241 ― △235 ― △459 ―

20年3月期第1四半期 9,047 0.9 60 ― 30 ― △141 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △24.39 ―

20年3月期第1四半期 △7.48 ―

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3月期第1四半期 30,242 9,400 31.0 497.92
20年3月期 32,019 9,939 31.0 526.37

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,384百万円 20年3月期  9,920百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 20,500 ― 1,850 ― 1,750 ― 570 ― 30.24
通期 40,700 △0.7 3,200 18.3 3,020 22.2 1,030 8.3 54.65

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想（平成20年５月15日発表）の見直しは行っておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の 
  業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ 
  【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会 
  計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い 
  四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  18,873,024株 20年3月期  18,873,024株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  26,460株 20年3月期  26,264株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  18,846,669株 20年3月期第1四半期  18,846,760株



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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、原油を始めとするエネルギー・原材料価格の高騰、米国の

景気後退懸念、さらに個人消費の伸び悩みなどの不安要因が生じ、先行きやや不透明な状態で推移しました。 

 当教育サービス業界は、現在、ハイレベルな学習指導への需要の高まり、教育行政の改革の流れを受けて、マー

ケットのさらなる拡大が期待される状況にあります。特に首都圏におきましては、有力公立高校を中心に中高一貫

校設置の動きが活発化していることも影響し、中学受験率は上昇を続けております。一方で、学習塾の経営環境は

大手事業者同士の競争が激化するとともに、業界を越えてＭ＆Ａの動きが生ずるなど、厳しさを増してまいりまし

た。 

 こうした環境のもとで、当社グループは㈱栄光が担う『教育事業』（学習塾「栄光ゼミナール」）の拡充に注力

するとともに、『教育ソリューション事業』（学校、学習塾等の教育機関に対する総合支援事業）のパイオニアで

ある連結子会社の㈱エデュケーショナルネットワークの一層の成長を図ることにより、連結業績の向上に努めてお

ります。 

 当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、売上高は9,062百万円（前年同期比0.2％増）となり

ました。他方、教育事業の売上原価の増加等により営業損失は241百万円（前年同期60百万円の営業利益）、経常損

失は235百万円（同30百万円の経常利益）、また特別損失の発生等により四半期純損失は459百万円（同141百万円の

純損失）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 〔教育事業〕 

 教育事業の学習塾部門（「栄光ゼミナール」）におきましては、当第１四半期連結会計期間には２校を開設す

るとともに、出校エリアの最適化に伴い14校を統廃合したことにより、合計で358校体制（併設50校を含む）とな

りました。期中平均生徒数は67,069名（前年同期比0.1％減）と前年同期程度にとどまりましたが、指導内容の一

層の充実に注力し、受講率の上昇を図ったことなどにより、教育事業全体の売上高は6,487百万円（同1.1％増）

となりました。他方、営業利益は売上原価の増加等により472百万円（同21.2％減）となりました。 

 なお、当第１四半期連結会計期間に実施した教室の新設・統廃合・新規併設及びブランド展開の状況は以下の

とおりであります。 

 《新設・統廃・新規併設校》 

 新 設 校  豊田校、花小金井校（以上、東京都） 

 統 廃 校  不動前校、クレファス恵比寿校（以上、東京都） 

 百合ヶ丘校、仲町台校、センター南校（以上、神奈川県）  

 志津校、八千代台校（以上、千葉県） 

 北浦和東口校、クレファス南浦和校（以上、埼玉県） 

 栗生校、荒巻校、東北福祉大前校（以上、宮城県） 堀川校（京都府） 

 ビザビ宮の沢校（北海道） 

 《ブランド展開の状況》 

 （平成20年６月30日現在 教室数には併設校を含む） 

 （注）「ナビオ」は現役高校生を対象とする学習塾、「ビザビ」は個別指導専門塾であります。 

 〔教育ソリューション事業〕 

 教育ソリューション事業におきましては、中期経営計画に基づき、学習塾用教材・テストの販売を行う教育コ

ンテンツ部門を核に、各部門が一層連携を深めることにより、ソリューションの強化を推進しております。当第

１四半期連結会計期間の業績は、教職員の派遣・紹介を行う人材開発部門「イー・スタッフ」、私学の生徒募集

を支援する募集広告部門「スクールネットワーク」が堅調に推移しましたが、事務用機器販売部門「オフィスサ

プライ」、イベントやテレビＣＭ等の企画・制作を行うアドバタイジング部門の伸び悩みなどにより売上高は

1,318百万円（前年同期比3.8％減）、営業利益は141百万円（同12.2％減）となりました。 

 〔その他事業〕 

 その他事業におきましては、ホテル部門及び飲食部門の一部について当社グループからの分離を計画するな

ど、事業の見直しを進めております。当第１四半期連結会計期間はこうした効率化の途上にあり、売上高は1,255

百万円（前年同期比0.2％減）とほぼ前年同期程度になりました。他方、営業損失は印刷部門のコストの増加等に

より214百万円（前年同期179百万円の営業損失）となりました。 

栄光ゼミナール ナビオ ビザビ 合計 

288 校 29 校 41 校 358 校 



 ≪当社グループの第１四半期業績の特性≫ 

 当社グループのコア事業である学習塾部門の売上高は、夏期・冬期・春期の各講習が開催される第２・第４四

半期連結会計期間に大きくなります。第１四半期連結会計期間の業績は他の四半期に比べ小さいため、事業を行

う上で恒常的に発生する固定費により営業利益が圧迫される傾向があります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における資産の額は、前連結会計年度末に比べ、1,777百万円減少し、30,242百万円

（前期末比5.6％減）となりました。これは主に、売掛債権の回収による減少1,256百万円、投資有価証券の評価損

による減少198百万円等によるものであります。 

 負債の額は、前連結会計年度末に比べ、1,238百万円減少し、20,841百万円（同5.6％減）となりました。これは

主に、買掛債務の支払による減少539百万円及び、法人税等の支払いによる減少864百万円等によるものでありま

す。 

 純資産の額は、前連結会計年度に比べ、538百万円減少し、9,400百万円（同5.4％減）となりました。これは主

に、配当金の支払いによる減少113百万円及び、四半期純損失による利益剰余金の減少459百万円によるものであり

ます。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における業績は概ね計画どおりに推移しており、前回発表（平成20年５月15日付）の

業績予想に変更はありません。引き続き、目標数値の達成に全力で取り組んでまいります。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、さまざまな不

確定要素や今後の内外情勢の変化等により、実際の業績とは異なる場合があります。 

  

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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ② 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 ① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企

業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年

３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については移動平均法及び個別法による原価法から移動

平均法及び個別法による原価法（収益性低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,676,112 2,722,025

受取手形及び売掛金 1,335,500 2,591,601

有価証券 78,477 154,261

商品 292,139 417,328

製品 529,337 474,041

原材料 47,910 49,043

仕掛品 275,895 266,448

販売用不動産 85,332 93,245

その他 1,946,752 1,837,708

貸倒引当金 △44,921 △56,284

流動資産合計 7,222,537 8,549,419

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,316,693 11,199,282

減価償却累計額 △4,421,077 △4,339,969

建物及び構築物（純額） 6,895,616 6,859,312

土地 3,939,484 3,928,565

その他 2,628,094 2,601,365

減価償却累計額 △1,784,192 △1,753,083

その他（純額） 843,902 848,281

有形固定資産合計 11,679,003 11,636,160

無形固定資産   

のれん 942 1,028

その他 829,669 794,463

無形固定資産合計 830,612 795,491

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,131,770 4,176,917

その他 6,821,676 7,304,678

貸倒引当金 △443,433 △443,169

投資その他の資産合計 10,510,013 11,038,426

固定資産合計 23,019,629 23,470,078

資産合計 30,242,167 32,019,497



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,051,460 1,591,271

短期借入金 9,565,979 8,924,199

1年内償還予定の社債 209,200 209,200

未払法人税等 97,060 961,641

返品調整引当金 4,500 13,897

その他 3,493,786 3,079,818

流動負債合計 14,421,987 14,780,026

固定負債   

社債 563,800 563,800

長期借入金 4,013,218 4,510,774

退職給付引当金 1,262,650 1,237,429

役員退職慰労引当金 419,322 810,125

その他 160,467 177,717

固定負債合計 6,419,459 7,299,847

負債合計 20,841,446 22,079,874

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,692,711 1,692,711

資本剰余金 2,527,782 2,527,782

利益剰余金 5,281,550 5,854,455

自己株式 △6,722 △6,641

株主資本合計 9,495,321 10,068,307

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △111,238 △147,917

評価・換算差額等合計 △111,238 △147,917

少数株主持分 16,638 19,233

純資産合計 9,400,720 9,939,623

負債純資産合計 30,242,167 32,019,497



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 9,062,362

売上原価 6,950,289

売上総利益 2,112,072

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 677,249

退職給付費用 10,348

役員退職慰労引当金繰入額 66,172

貸倒引当金繰入額 1,241

その他 1,598,691

販売費及び一般管理費合計 2,353,703

営業損失（△） △241,630

営業外収益  

受取利息 9,299

受取配当金 12,241

投資有価証券売却益 28,043

その他 29,496

営業外収益合計 79,080

営業外費用  

支払利息 53,002

貸倒引当金繰入額 5,463

その他 14,395

営業外費用合計 72,861

経常損失（△） △235,412

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11,535

特別利益合計 11,535

特別損失  

固定資産除却損 59,701

投資有価証券評価損 198,330

役員退職功労金 228,157

特別損失合計 486,190

税金等調整前四半期純損失（△） △710,066

法人税、住民税及び事業税 92,140

法人税等調整額 △339,786

法人税等合計 △247,646

少数株主損失（△） △2,595

四半期純損失（△） △459,824



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △710,066

減価償却費 265,420

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △390,803

受取利息及び受取配当金 △21,540

支払利息 53,002

投資有価証券売却損益（△は益） △28,043

投資有価証券評価損益（△は益） 198,330

売上債権の増減額（△は増加） 1,247,411

たな卸資産の増減額（△は増加） 59,876

仕入債務の増減額（△は減少） △539,811

その他 624,612

小計 753,559

法人税等の支払額 △924,038

営業活動によるキャッシュ・フロー △170,478

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 △292,715

投資有価証券の取得による支出 △15,278

投資有価証券の売却による収入 191,014

貸付金の回収による収入 239,300

利息及び配当金の受取額 14,184

その他 23,095

投資活動によるキャッシュ・フロー 159,600

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（△は減少） 705,000

長期借入金の返済による支出 △560,774

自己株式の取得による支出 △80

配当金の支払額 △103,694

利息の支払額 △63,769

その他 △19,672

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,912

現金及び現金同等物の期首残高 1,195,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,140,229



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基

準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会

計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成

しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで） 

 （注）１．事業区分は、サービス及び製品の種類・性質の類似性等を考慮し行っております。 

２．各事業の内容は次のとおりであります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 当社及び連結子会社の事業はすべて国内で行われており、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  
教育事業 
（千円） 

教育ソリュー
ション事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1） 外部顧客に対する売上高 6,487,780 1,318,616 1,255,965 9,062,362 － 9,062,362 

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
4,847 515,777 382,146 902,770 (902,770) － 

計 6,492,628 1,834,393 1,638,111 9,965,133 (902,770) 9,062,362 

  営業利益又は営業損失(△) 472,190 141,051 △214,279 398,962 (640,593) △241,630 

事業区分 主な事業内容 

 教育事業  学習塾経営、専門教育事業、カルチャーセンターの経営、保育事業ほか 

 教育ソリューション事業  学習塾用教材の製作・販売、事務用機器の販売、広告代理業、人材派遣ほか 

 その他事業  ホテル経営、飲食店経営、雑誌・一般書籍の出版・販売、印刷ほか 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

 前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで） 

科 目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額 
（百万円） 

Ⅰ 売上高 9,047 

Ⅱ 売上原価 6,698 

売上総利益 2,349 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,288 

営業利益 60 

Ⅳ 営業外収益 62 

Ⅴ 営業外費用 92 

経常利益 30 

Ⅵ 特別利益 15 

Ⅶ 特別損失 85 

税金等調整前四半期純損失（△） △39 

税金費用 101 

少数株主損失 0 

四半期純損失（△） △141 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで） 

区 分 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

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純損失(△) △39 

減価償却費 264 

貸倒引当金の増加額 10 

退職給付引当金の増加額 25 

役員退職慰労引当金の増加額 17 

その他引当金の減少額 △9 

受取利息及び受取配当金 △31 

支払利息 59 

投資有価証券売却益 △18 

投資事業組合損失 2 

投資有価証券その他資産の評価損 20 

固定資産売却益 △1 

固定資産除売却損 65 

売上債権の減少額 938 

たな卸資産の減少額 50 

仕入債務の減少額 △498 

その他 262 

小 計 1,115 

法人税等の支払額 △497 

営業活動によるキャッシュ・フロー 617 

 



区 分 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

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 △401 

有形固定資産の売却による収入 520 

投資有価証券の取得による支出 △194 

投資有価証券の売却による収入 455 

貸付けによる支出 △10 

貸付金の回収による収入 6 

その他 △164 

投資活動によるキャッシュ・フロー 211 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 5,750 

短期借入金の返済による支出 △5,645 

長期借入金の返済による支出 △542 

配当金の支払額 △103 

その他 △80 

財務活動によるキャッシュ・フロー △621 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 208 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,703 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,912 



（３）セグメント情報 

  〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで） 

  教育事業 
教育ソリュ
ーション事
業 

その他事業 計 
消去又は全
社 

連結 

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 6,418 1,370 1,258 9,047 － 9,047 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
6 470 366 844 (844) － 

計 6,424 1,841 1,625 9,891 (844) 9,047 

営業費用 5,825 1,680 1,805 9,310 (324) 8,986 

      営業利益又は営業損失（△） 599 160 △179 580 (519) 60 
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