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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 3,529 ― △497 ― △517 ― △326 ―
20年3月期第1四半期 3,430 1.9 △513 ― △536 ― △365 ―

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 △39.96 ―
20年3月期第1四半期 △45.28 ―

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 10,217 3,496 34.2 428.33
20年3月期 10,583 3,882 36.7 475.62

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,496百万円 20年3月期  3,882百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.50 ― 7.50 15.00

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 8,500 2.7 350 19.5 330 35.1 160 148.9 19.60
通期 17,500 3.8 550 22.3 500 37.0 200 503.7 24.50

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．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。 
２．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。  

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  8,600,000株 20年3月期  8,600,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  436,575株 20年3月期  436,575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  8,163,425株 20年3月期第1四半期  8,063,468株







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 780,576 942,460

受取手形及び売掛金 351,152 607,999

商品 115,127 186,425

仕掛品 199,775 174,145

その他 676,422 481,908

貸倒引当金 △15,011 △39,380

流動資産合計 2,108,043 2,353,558

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,187,859 1,200,664

土地 4,026,269 4,026,269

その他（純額） 555,606 499,775

有形固定資産合計 5,769,734 5,726,709

無形固定資産 335,636 368,675

投資その他の資産   

保証金 1,352,191 1,367,923

その他 655,174 802,247

貸倒引当金 △3,740 △35,415

投資その他の資産合計 2,003,626 2,134,754

固定資産合計 8,108,997 8,230,139

資産合計 10,217,041 10,583,698

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 131,705 207,916

短期借入金 2,100,000 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 818,200 833,200

1年内償還予定の社債 160,000 160,000

未払法人税等 25,860 190,134

賞与引当金 31,140 205,515

校閉鎖損失引当金 9,849 15,676

その他 1,063,865 1,352,986

流動負債合計 4,340,622 4,165,428

固定負債   

社債 90,000 120,000

長期借入金 1,148,700 1,282,000

退職給付引当金 460,608 443,303

役員退職慰労引当金 184,745 180,344

その他 495,764 509,967



（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) 

固定負債合計 2,379,818 2,535,615

負債合計 6,720,440 6,701,044

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,146,375 1,146,375

資本剰余金 1,009,110 1,009,110

利益剰余金 1,427,762 1,815,173

自己株式 △91,967 △91,967

株主資本合計 3,491,280 3,878,691

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,208 3,499

繰延ヘッジ損益 △741 △1,329

為替換算調整勘定 853 1,792

評価・換算差額等合計 5,320 3,962

純資産合計 3,496,600 3,882,653

負債純資産合計 10,217,041 10,583,698



（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 3,529,609

営業費用 2,913,395

営業総利益 616,214

販売費及び一般管理費 1,113,635

営業損失（△） △497,421

営業外収益  

受取利息 402

受取配当金 2,219

受取手数料 1,833

その他 5,390

営業外収益合計 9,846

営業外費用  

支払利息 17,693

持分法による投資損失 10,950

その他 1,322

営業外費用合計 29,967

経常損失（△） △517,542

特別利益  

貸倒引当金戻入額 24,369

投資有価証券売却益 10,000

その他 228

特別利益合計 34,597

特別損失  

固定資産除却損 12,150

校閉鎖損失引当金繰入額 4,130

特別損失合計 16,281

税金等調整前四半期純損失（△） △499,225

法人税、住民税及び事業税 21,069

法人税等調整額 △194,110

法人税等合計 △173,040

四半期純損失（△） △326,185



（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（△） △499,225

減価償却費 106,358

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,369

賞与引当金の増減額（△は減少） △174,375

校閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △5,827

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,305

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,400

受取利息及び受取配当金 △2,622

支払利息 17,693

固定資産除却損 3,463

持分法による投資損益（△は益） 10,950

投資有価証券売却損益（△は益） △10,000

売上債権の増減額（△は増加） 256,805

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,201

前受授業料等収入の増減額（△は減少） △54,230

仕入債務の増減額（△は減少） △76,210

未払金の増減額（△は減少） △96,262

その他 △33,090

小計 △522,033

利息及び配当金の受取額 2,622

利息の支払額 △15,030

法人税等の支払額 △169,494

営業活動によるキャッシュ・フロー △703,935

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 △127,180

無形固定資産の取得による支出 △25,502

保証金の差入による支出 △13,997

保証金の返戻による収入 59,061

投資有価証券の取得による支出 △104,579

投資有価証券の売却による収入 110,000

その他 △4,469

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,666

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 900,000

長期借入金の返済による支出 △148,300

社債の償還による支出 △30,000

長期未払金の返済による支出 △20,598

配当金の支払額 △51,874

財務活動によるキャッシュ・フロー 649,226



（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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △161,884

現金及び現金同等物の期首残高 942,460

現金及び現金同等物の四半期末残高 780,576
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