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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,761 ― 20 ― 22 ― 12 ―

20年3月期第1四半期 1,657 9.0 97 16.6 100 10.4 58 △7.9

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 1.22 ―

20年3月期第1四半期 5.68 5.67

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 10,090 9,044 89.6 895.77
20年3月期 10,464 9,215 88.1 910.99

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,044百万円 20年3月期  9,215百万円

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 ― 0.00 ― 18.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 3,996 ― 364 ― 372 ― 207 ― 20.51
通期 8,432 6.5 990 37.5 1,005 36.9 571 99.6 56.48

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注） 詳細は、２ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。  

(2) 四半期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、２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) 発行済株式数（普通株式） 

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  10,309,200株 20年3月期  10,309,200株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  212,332株 20年3月期  193,132株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  10,102,334株 20年3月期第1四半期  10,248,587株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  １．(将来に関する記述等についてのご注意) 
   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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係
る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
  ２．当事業年度より「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」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報
　当社の事業に関連する社会情勢においては、「少子化」「公教育への懸念」「ゆとり教育に対する見直しを含めた

不安感」「公立高校等における入試制度改革」「ＩＴを利用した事業スタイルの模索」「時代のニーズに対応した指

導メニューの構築」など対応すべき様々な課題を抱えております。このような中で、同業種・異業種とのＭ＆Ａなど

によって、他企業との差別化や、企業そのものの再編を図るといった動きが進んでおり、全体として、顧客(特に保護

者)のニーズに応え、提供する教育サービスに対し、高い満足度を得ることができる企業を中心に、淘汰が進んでいく

ものと思われます。

　このような状況のなか、当社は、前期に実施した研伸館におけるＶＯＤ(ビデオオンデマンド)ラーニングシステム

の増設や西宮校の移設・増床、進学館西宮北口校における有料自習室の設置等の学習環境向上のための様々な設備投

資に対する満足感及びサイエンスラボ、レゴ・エデュケーション・センターといった従来の受験対応型の講座では実

現できなかった、総合的・多角的に子どもたちの創造力や問題解決能力等を育むための新しいスタイルの講座群(総合

教育部門)の提供に対する大きな期待や信頼を地域の皆さまから得ることができました。また、何よりも常に顧客満足

度を重視する当社の事業姿勢が評価され続けている証左として、当第１四半期末の生徒数は、前年同日比988名増の

19,180名となり、前期に達成した過去最高生徒数(20,060名　平成19年11月末)を今期も更新できる見込みです。

　また、当第１四半期における設備投資に関しては、大阪市天王寺区に総合教育部門のサイエンスラボ上本町校、レ

ゴ・エデュケーション・センター上本町教室、こどもカレッジ上本町校を新設したほか、神戸市東灘区のＪＲ神戸線

摂津本山駅南すぐの場所に、(高校受験指導部門)開進館本山校と(個別受験指導部門)個別館本山校を併設した校舎を

新設いたしました。

　これらの結果、当第１四半期末の売上高は、1,761百万円(前年同期比104百万円増)となりましたが、事業の拡充に

備えた人員補強による人件費の増加、前期の設備投資に係る減価償却費の増加等により営業利益は20百万円(前年同期

比77百万円減)、経常利益は22百万円(前年同期比78百万円減)となり、当第1四半期純利益は12百万円(前年同期比45百

万円減)となりました。

２．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10,090百万円となり、前事業年度末に比べ373百万円減少いたしました。なお、純資

産は171百万円減少して9,044百万円となり、自己資本比率は89.6％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、2,344百万円となり、前年同期と比べ196百万円の減少（前

年同期比7.7％減）となりました。

　　当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　営業活動の結果獲得した資金は、21百万円（前年同期に獲得した資金は72百万円）となりました。これは、生徒

数の増加により営業収入が増加したものの、新規校舎開設に伴う人件費をはじめとした経費が増加したことによる

ものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果獲得した資金は、184百万円（前年同期に使用した資金は402百万円）となりました。これは、主

に差入保証金の返還によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、187百万円（前年同期に使用した資金は145百万円）となりました。これは、主

に前期に比べ、配当金の支払額が増加したことによるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報
　平成20年５月２日に公表いたしました平成21年３月期の業績予想に変更はありません。

４．その他
（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　定率法を採用している固定資産の減価償却費については事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定し

ております。

（２）四半期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当事業年度より「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」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

　②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,344,634 2,326,806

売掛金 28,802 229,667

たな卸資産 79,312 70,043

繰延税金資産 75,376 42,424

その他 173,381 388,618

貸倒引当金 △2,100 △4,700

流動資産合計 2,699,408 3,052,859

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,979,873 1,990,620

土地 2,932,166 2,932,166

その他（純額） 304,013 329,442

有形固定資産合計 5,216,053 5,252,229

無形固定資産 119,485 122,796

投資その他の資産   

投資有価証券 434,663 418,278

繰延税金資産 291,396 293,502

差入保証金 1,204,343 1,200,157

その他 125,309 124,463

投資その他の資産合計 2,055,712 2,036,402

固定資産合計 7,391,251 7,411,428

資産合計 10,090,660 10,464,288

負債の部   

流動負債   

買掛金 44,070 83,676

未払法人税等 57,452 189,862

未払消費税等 44,462 17,878

賞与引当金 137,450 35,450

その他 432,543 602,939

流動負債合計 715,979 929,808

固定負債   

退職給付引当金 39,343 32,801

役員退職慰労引当金 271,070 266,190

その他 19,789 19,816

固定負債合計 330,202 318,808

負債合計 1,046,182 1,248,616
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,667,106 1,667,106

資本剰余金 1,946,100 1,946,100

利益剰余金 5,558,115 5,727,864

自己株式 △139,669 △128,142

株主資本合計 9,031,651 9,212,928

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,826 2,743

評価・換算差額等合計 12,826 2,743

純資産合計 9,044,477 9,215,672

負債純資産合計 10,090,660 10,464,288
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,761,979

売上原価 1,479,431

売上総利益 282,547

販売費及び一般管理費 261,996

営業利益 20,550

営業外収益  

受取利息 461

受取配当金 385

受取手数料 412

雑収入 619

営業外収益合計 1,879

営業外費用  

支払手数料 130

雑支出 5

営業外費用合計 135

経常利益 22,294

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,223

受取保険金 1,183

特別利益合計 3,407

特別損失  

訴訟関連損失 1,808

その他 755

特別損失合計 2,564

税引前四半期純利益 23,136

法人税、住民税及び事業税 48,545

法人税等調整額 △37,748

法人税等合計 10,796

四半期純利益 12,340
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

営業収入 2,035,582

原材料又は商品の仕入れによる支出 △79,252

人件費の支出 △812,552

その他の営業支出 △937,550

小計 206,226

利息及び配当金の受取額 3,285

その他の収入 1,960

その他の支出 △2,136

法人税等の支払額 △188,108

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,228

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 △85,483

無形固定資産の取得による支出 △648

差入保証金の差入による支出 △4,678

差入保証金の回収による収入 276,838

貸付金の回収による収入 135

その他 △1,835

投資活動によるキャッシュ・フロー 184,328

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △176,173

自己株式の取得による支出 △11,527

その他の固定負債の増減額（△は減少） △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,728

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,828

現金及び現金同等物の期首残高 2,326,806

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,344,634
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　当事業年度より「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」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）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。
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６．その他の情報

　生産、受注及び販売の状況

　　①事業部門別生徒数の状況

事業部門別

前第１四半期 当第１四半期

（平成19年６月30日） （平成20年６月30日）

生徒数（人） 生徒数（人）

小・中学部

（中学受験指導部門）

2,081 2,118進学館

（高校受験指導部門）

4,564 4,567開進館

（大学受験指導部門）

1,223 1,143研伸館中学生課程

高校部
（大学受験指導部門）

4,658 4,876研伸館高校生課程

その他

（個別受験指導部門）

3,750 4,231個別館

（総合教育部門）
1,916 2,245

（その他）
－ －

合計
18,192 19,180

　　②事業部門別売上高の状況

事業部門別

前第１四半期 当第１四半期

（自　平成19年４月１日 （自　平成20年４月１日

　至　平成19年６月30日） 　至　平成20年６月30日）

売上高（千円） 売上高（千円）

小・中学部

（中学受験指導部門）

201,373 200,255進学館

（高校受験指導部門）

319,661 362,835開進館

（大学受験指導部門）

118,252 106,770研伸館中学生課程

高校部
（大学受験指導部門）

558,585 576,516研伸館高校生課程

その他

（個別受験指導部門）

353,108 399,180個別館

（総合教育部門）
81,820 93,991

（その他）
25,120 22,428

合計
1,657,923 1,761,979

（注）１．生徒数は、第１四半期末現在の在籍人数（講習会外部生を除く）を記載しております。

２．（総合教育部門）は、アナップ、サイエンスラボ、こどもカレッジ、レゴ・エデュケーション・センター、E-Lecture外部生（イン

ターネットレッスン受講生）によるものであります。

３．（その他）は、予備校等の運営ノウハウの販売、不動産の賃貸、情報処理技術支援及びソフトウェアの製作販売等によるものであり

ます。

　４．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

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 1,657,923

Ⅱ　売上原価 1,303,844

売上総利益 354,079

Ⅲ　販売費及び一般管理費 256,279

営業利益 97,799

Ⅳ　営業外収益 3,058

Ⅴ　営業外費用 42

経常利益 100,815

Ⅵ　特別利益 1,970

Ⅶ　特別損失 426

税引前四半期純利益 102,359

法人税、住民税及び事業税 73,087

法人税等調整額 △28,996

四半期純利益 58,267
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成20年３月期第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入 1,932,539

原材料又は商品の仕入れによる支出 △92,769

人件費の支出 △756,820

その他の営業支出 △817,400

小計 265,548

利息及び配当金の受取額 2,176

その他の受取額 1,805

その他の支払額 △42

法人税等の支払額 △196,526

営業活動によるキャッシュ・フロー 72,961

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 △280,142

有形固定資産の売却による収入 －

無形固定資産の取得による支出 △18,305

保証金の差入による支出 △5,536

保証金の払戻による収入 5,540

投資有価証券の取得による支出 △102,100

関係会社株式の売却による収入 －

投資その他資産の取得による支出 △1,826

投資活動によるキャッシュ・フロー △402,370

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支出額 △144,603

自己株式取得による支出 △43

固定負債その他の増加額(又は減少額) △1,127

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,773

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △475,182

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,016,151

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,540,968
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