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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） 

当社は、前連結会計年度が連結適用初年度であるため、前第１四半期の連結業績の記載は行っておりません。  

(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 2,634 ― △782 ― △780 ― △472 ―

20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △70.41 ―

20年3月期第1四半期 ― ―

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 23,860 13,497 56.6 2,011.50
20年3月期 23,698 14,103 59.5 2,101.95

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,497百万円 20年3月期  14,103百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 20.00 20.00

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 6,304 ― △628 ― △622 ― △434 ― △64.78

通期 14,518 6.2 490 17.0 500 7.6 236 ― 35.27

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  無  

(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） 

・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あたっての注意事項等につきましては、２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下さい。 
・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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  6,710,000株 20年3月期  6,710,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  75株 20年3月期  75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  6,709,925株 20年3月期第1四半期  6,710,000株
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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経済は、原材料高を背景に企業の設備投資が鈍化するなど、さらに減速して

おります。また、生活必需品の相次ぐ値上げで個人消費も伸び悩んでいます。
　学習塾・予備校業界におきましては、５年連続で市場規模が縮小しており、また、後継者問題と絡んで、
企業統合、業務提携などＭ＆Ａが活発化し、業界再編成の時代を迎えております。そして既に「大学全入時
代」であり、大学を選ばなければ、誰でも大学に入学できる状況となりました。結果として「学力中間層・
下位層」の学習離れが顕在化してきております。
　こうした経営環境の下、当社は提供する教育サービスを量・質ともに充実させることに注力してまいりま
した。その一つとして、今期から中学生を対象にNew BBSを開発し、オプション講座として提供しておりま
す。“理解した知識”を“定着”させるための反復演習問題の解説をon lineによる映像動画で受講するシス
テムであります。
　また、効率的に教育サービスを提供するために、高校部におきましては、今期より３～４教室をon lineで
結んだライブ(双方向性があり質問対応も可能)の同時中継授業を稼動させております。
　小中学部におきましては、生徒数は対前年で増加しておりますが、小学生を中心とした低学年の割合が大
きいため、売上単価が低下し、結果として、小中学部の売上高は1,955百万円となりました。また、高校部に
おきましては、予算を少し下回る生徒数で推移しており、高校部の売上高は631百万円となりました。また、
その他部門におきましては、47百万円となりました。
  営業費用におきましては、前期に新規開校した宮城県11校舎、札幌本部、山梨本部等における人件費・地
代家賃等の費用増加があるものの、大型校舎の開校による事務用消耗品費・広告宣伝費等の先行投資費用の
発生がなかったため、3,417百万円となりました。
　この結果、当第１四半期における売上高は2,634百万円、営業損失は782百万円、経常損失は780百万円、四
半期純損失は472百万円となりました。
　なお、季節的変動要因として、例年、当社グループの生徒数は小中学部・高校部ともに夏期講習・冬期講
習等の各講習会に参加した一般生が、本科授業の２学期が開始される９月、３学期が開始される１月に入学
するため、第２四半期以降に増加することとなります。そのため、第２四半期以降の売上の割合が大きくな
る傾向があります。一方、営業費用につきましては、人件費・賃借料等が毎月固定的に発生いたします。ま
た、広告宣伝費が夏期講習の募集により多くなります。従って、第１四半期の収益性が第２四半期以降に比
べ低くなります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べて162百万円増加し、23,860百万円となりました。流動

資産は、22百万円減少し、2,361百万円となりました。固定資産は主に福島県における校舎の移転新設に伴な
う有形固定資産の取得及び出店仮勘定の増加により、前連結会計年度末に比べて184百万円増加し、21,499百
万円となりました。 
　当第１四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べて769百万円増加し、10,363百万円となりました。これ
は主に、長期借入の返済があったものの運転資金の調達により短期借入金が増加したこと、夏季賞与支払に
よる未払費用が発生したためであります。 
　当第１四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べて606百万円減少し、13,497百万円となりました。 
　以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の59.5％から56.6％となりました。
　
　営業活動によるキャッシュ・フローは209百万円の支出となりました。これは主として、季節的な変動要因
により、第１四半期は収益性が低いため、税金等調整前四半期純損失790百万円を計上したことによるもので
す。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、356百万円の支出となりました。これは主として、福島県における
校舎の移転新設に伴なう、有形固定資産の取得による支出300百万円、敷金保証金の差入による支出192百万
円によるものです。 
　財務活動によるキャッシュ・フローは315百万円の収入となりました。これは主として、長期借入の返済の
一方、運転資金の調達に伴なう短期借入金による収入600百万円があったことによるものです。 
　以上の結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ250百万円減少し、
449百万円となりました。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当業界は市場規模が縮小し、寡占化が一層進み、厳しい経営環境となっております。こうした状況下、当

社は、どのエリア・本部・校舎におきましても高均一な教育サービスを提供できる仕組みを作ることが重要
だと考えております。仕組作りの中で最大の鍵となるのが、優秀な人材の採用であります。北海道、宮城県
への進出には、人材の採用という目的もありました。
　当期におきましては、既存校エリアに加えまして、九州全体からの採用が期待できる福岡県に９校舎の新
規開校を予定しております。全体での新設は13校舎を予定しております。
　また、連結業績予想につきましては、当第１四半期における業績はほぼ予想通り推移しており、現段階で
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は平成20年５月21日に公表いたしました連結業績予想の変更はありません。

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) 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

　該当事項はありません。
(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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務務
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
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 たな卸資産の評価基準及び評価方法
当第１四半期連結会計期間より「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)を適用しております。なお、この変更による営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損
失に与える影響はありません。
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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 624,208 871,056

受取手形及び売掛金 221,128 330,344

商品 152,468 103,696

貯蔵品 38,166 37,376

繰延税金資産 472,951 145,651

未収還付法人税等 207,314 218,524

その他 646,765 679,598

貸倒引当金 △1,560 △2,555

流動資産合計 2,361,442 2,383,692

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,606,678 7,512,730

土地 4,762,838 4,778,667

その他（純額） 478,825 464,436

有形固定資産合計 12,848,342 12,755,835

無形固定資産

のれん 143,017 151,268

その他 205,042 213,648

無形固定資産合計 348,060 364,916

投資その他の資産

繰延税金資産 150,303 145,445

敷金及び保証金 6,513,541 6,559,962

その他 1,643,531 1,492,979

貸倒引当金 △4,506 △4,549

投資その他の資産合計 8,302,870 8,193,837

固定資産合計 21,499,272 21,314,589

資産合計 23,860,715 23,698,282
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（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

短期借入金 4,950,831 4,357,332

1年内返済予定の長期借入金 812,326 852,636

未払金 702,712 612,619

未払法人税等 85 406

未払消費税等 36,163 2,489

前受金 1,104,370 1,050,121

賞与引当金 88,092 292,655

その他 595,969 202,985

流動負債合計 8,290,551 7,371,245

固定負債

長期借入金 1,156,097 1,294,631

退職給付引当金 361,375 342,699

役員退職慰労引当金 555,627 585,254

その他 － 480

固定負債合計 2,073,099 2,223,065

負債合計 10,363,650 9,594,310

純資産の部

株主資本

資本金 2,089,400 2,089,400

資本剰余金 1,944,380 1,944,380

利益剰余金 9,466,339 10,073,015

自己株式 △52 △52

株主資本合計 13,500,067 14,106,743

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,003 △2,772

純資産合計 13,497,064 14,103,971

負債純資産合計 23,860,715 23,698,282
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(2) 四半期連結損益計算書

（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)

売上高 2,634,596

売上原価 2,991,104

売上総損失（△） △356,507

販売費及び一般管理費 426,341

営業損失（△） △782,849

営業外収益

受取利息 18,567

受取配当金 118

その他 6,824

営業外収益合計 25,511

営業外費用

支払利息 20,898

その他 1,960

営業外費用合計 22,858

経常損失（△） △780,197

特別利益

貸倒引当金戻入額 487

特別利益合計 487

特別損失

固定資産除却損 6,777

固定資産売却損 4,158

特別損失合計 10,936

税金等調整前四半期純損失（△） △790,646

法人税、住民税及び事業税 13,990

法人税等調整額 △332,158

四半期純損失（△） △472,477
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(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（△） △790,646

減価償却費 151,078

のれん償却額 8,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,037

賞与引当金の増減額（△は減少） △204,563

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,675

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,627

受取利息及び受取配当金 △18,686

支払利息 20,898

固定資産売却損益（△は益） 4,158

固定資産除却損 6,777

売上債権の増減額（△は増加） 109,215

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,561

仕入債務の増減額（△は減少） 64,295

未払消費税等の増減額（△は減少） 65,638

前受金の増減額（△は減少） 54,249

長期前払費用の増減額（△は増加） 13,276

その他 405,818

小計 △171,788

利息及び配当金の受取額 140

利息の支払額 △21,626

法人税等の支払額 △16,400

営業活動によるキャッシュ・フロー △209,675

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 △18,381

定期預金の払戻による収入 15,063

有形固定資産の取得による支出 △300,046

有形固定資産の売却による収入 77,757

敷金及び保証金の差入による支出 △192,809

敷金及び保証金の回収による収入 95,184

その他 △32,964

投資活動によるキャッシュ・フロー △356,196

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 600,000

短期借入金の返済による支出 △6,501

長期借入れによる収入 51,000

長期借入金の返済による支出 △229,844

配当金の支払額 △98,949

財務活動によるキャッシュ・フロー 315,705

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） △250,165

現金及び現金同等物の期首残高 699,725

現金及び現金同等物の四半期末残高 449,559
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注記事項

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

当連結グループは、学習塾・予備校として、同一セグメントに属する小中学生・高校生・高卒生に対し
て教育サービスを提供しており、当該事業以外に事業の種類がないため、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。

「参考資料」

前年の第１四半期は連結決算を行っていなかったため、参考資料として前第１四半期(平成19年４月１日～

平成19年６月30日)の個別業績を記載しております。

20年３月期第１四半期個別業績

個別経営成績

(％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業損失 経常損失 四半期純損失

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 20年3月期第1四半期 2,537 △3.3 797 － 785 － 1,060 －

１株当たり四半期
純損失

円 銭

　20年3月期第1四半期 158 11  
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