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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 1,244 ― △351 ― 286 ― 144 ―

20年3月期第1四半期 1,281 △8.2 △312 ― 91 ― 26 ―

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 7.23 7.22
20年3月期第1四半期 1.35 1.34

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 24,655 22,950 93.1 1,148.64
20年3月期 24,742 22,857 92.4 1,144.19

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  22,950百万円 20年3月期  22,857百万円

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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 12.00 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 3,356 ― 183 ― 498 ― 177 ― 8.83
通期 7,510 100.8 805 102.8 1,305 3,513.9 627 ― 31.30

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  

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） 

(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。上記予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の
業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表】「３．連結業績予想に関する
定性的情報」をご覧ください。 
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  20,031,000株 20年3月期  20,031,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  50,339株 20年3月期  54,309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  19,978,183株 20年3月期第1四半期  19,888,218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１四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や原油相場の高騰

による影響もあり、企業収益は悪化し、また物価の上昇による個人消費の減少傾向が見られるなど、景気は停滞して

おります。

　学習塾業界におきましては、ゆとり教育の見直しに関する、国の教育方針がほぼ固まってまいりました。一方、学

習塾間での価格競争や業務提携・M＆Aが活発化し、シェアの確保や業界再編に向けて様々な動きが目立つようになり

ました。

　このような中にあって当社は、積極的にエリア拡大を進め、4月から茨城県牛久市に本部を開設しました。また同業

他社と高校生を対象としたWeb事業分野での業務提携を進めるなど、地域・学年・メニューの拡大を図る活動を進めて

まいりました。　　

　この結果、売上高は1,244百万円（前年同期比2.8%減）、経常利益は286百万円（前年同期比211.4%増）、四半期純

利益は144百万円（前年同期比438.3%増）となりました。

 

《第１四半期における損益の特徴》

　当社グループは、塾関連事業における月々の継続授業月謝と、春・夏・冬の講習会が主な収入源となっております。

第１四半期連結会計期間においては、講習会収入がほとんど発生しないため、売上高及び売上総利益が、他の四半期

連結会計期間に比べ低めに計上される一方、費用面においては人件費・広告宣伝費・地代家賃等が売上の多寡に関わ

らず、各四半期連結会計期間を通じて平均的に発生するため、営業利益が圧迫される構造となっております。

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。

① 塾関連事業

当第1四半期中には、14ヶ所の会場新設と、8ヶ所の教室移転を実施しました。また、夏期講習会に向けて新たに2都市

に進出しました。この結果、当第1四半期末における地域本部数は67本部、会場数は405会場となりました。

また、個別指導部門は道内10都市と仙台市、福島市、青森市において計32会場を開設しております。コンピュータを

利用した学校向け教育ソフトは、導入実績校が対前年から17校増加（発売開始以来累計で3,775校）し、売上高は17百

万円（前年同期比112.5%増）となりました。

この結果、塾関連事業の売上高は984百万円、営業損失は239百万円となりました。

② スポーツ事業

　札幌市内３ヶ所に施設を構えるスポーツクラブZIPは、会員サービスの向上に努めてまいりましたが、競合他社の影

響もあり、売上高は151百万円、営業損失は4百万円となりました。

③ その他事業

本セグメントは物販・不動産管理など主に子会社の売上で構成されております。当連結会計期間におきましては、売

上高は108百万円、営業利益は3百万円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　(1) 資産、負債及び純資産の状況

　当第1四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ86百万円減少し、24,655百万円となりました。その主

な要因は、繰延税金資産が103百万円減少したことによります。

負債は、前事業年度末に比べ180百万円減少し、1,705百万円となりました。その主な要因は、未払法人税等が

143百万円減少したことによります。

純資産は、前事業年度末に比べ93百万円増加し、22,950百万円となりました。その主な要因は、その他有価証券

評価差額金が146百万円増加したことによります。この結果、自己資本比率は93.1%となりました。

　(2) キャッシュ・フローの状況

　当第1四半期における現金及び現金同等物の残高は2,328百万円となり、前事業年度末に比べ650百万円の減少と

なりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動の結果使用した資金は124百万円となりました。主な要因は、前事業年度末に計上した未払法人税291百

万円の納付によります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果使用した資金は349百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出375百万円

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197百万円となりました。これは、配当金の支払額199百万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

　原油を始めとする物価の上昇や個人消費の停滞から、さらなる景気の下振れが懸念されますが、当第１四半期の業

績が概ね順調であり、第２四半期以降も引き続き目標達成に向けた経営努力を継続することから、業績については平

成２０年５月１５日発表の予想から見直しを行っておりません。

　今後も適切な状況判断を行い、業績について見直しが必要になった場合には、適時開示いたします。

 

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．簡便な会計処理

　        該当事項はありません。

 

　２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。　

 

（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

　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。
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（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

ａ．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（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
塾関連事業
（千円）

スポーツ事
業（千円）

その他
（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 984,485 151,558 108,479 1,244,522  1,244,522

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 53,779 53,779 (△53,779) －

計 984,485 151,558 162,258 1,298,302 (△53,779) 1,244,522

営業利益 △239,703 △4,224 3,308 △240,619 (△110,482) △351,101

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1)塾関連事業 学習指導、塾教材、教育ソフト

(2)スポーツ事業 スポーツクラブ経営

(3)その他 不動産賃貸・管理、事務用品・機器の販売

 

 

ｂ．所在地別セグメント情報

 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な存外支店がないため、該当事項はありません。　

 

 

 

 

ｃ．海外売上高

 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　

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。
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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 2,303,635 2,923,343

受取手形及び売掛金 69,708 80,447

有価証券 1,422,785 1,057,681

たな卸資産 30,909 28,006

繰延税金資産 102,727 106,230

その他 296,142 265,542

貸倒引当金 △586 △544

流動資産合計 4,225,321 4,460,707

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,775,265 8,770,721

減価償却累計額 △4,529,320 △4,464,142

建物及び構築物（純額） 4,245,945 4,306,579

機械装置及び運搬具 483,733 482,064

減価償却累計額 △405,733 △399,928

機械装置及び運搬具（純額） 78,000 82,136

土地 3,370,322 3,370,120

その他 893,973 885,314

減価償却累計額 △745,257 △734,813

その他（純額） 148,715 150,500

建設仮勘定 128,573 65,405

有形固定資産合計 7,971,557 7,974,741

無形固定資産   

ソフトウエア 8,670 9,551

電話加入権 23,071 23,071

施設利用権 9,625 9,659

無形固定資産合計 41,366 42,282

投資その他の資産   

投資有価証券 10,255,390 10,005,259

繰延税金資産 797,000 896,713

敷金及び保証金 394,090 393,054

長期預金 700,000 700,000

その他 270,883 269,619

投資その他の資産合計 12,417,364 12,264,646

固定資産合計 20,430,289 20,281,670

資産合計 24,655,610 24,742,378



（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 64,691 93,136

未払金 246,214 375,658

未払法人税等 104,436 247,679

未払費用 198,421 276,253

前受金 581,422 409,883

その他 92,192 67,680

流動負債合計 1,287,378 1,470,291

固定負債   

役員退職慰労引当金 270,573 275,384

退職給付引当金 113,586 105,913

その他 33,530 33,591

固定負債合計 417,690 414,890

負債合計 1,705,069 1,885,181

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,984,100 3,984,100

資本剰余金 3,344,000 3,344,000

利益剰余金 16,094,077 16,151,411

自己株式 △45,356 △49,099

株主資本合計 23,376,821 23,430,411

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △426,279 △573,214

評価・換算差額等合計 △426,279 △573,214

純資産合計 22,950,541 22,857,196

負債純資産合計 24,655,610 24,742,378



（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 1,244,522

売上原価 1,208,403

売上総利益 36,118

販売費及び一般管理費 387,220

営業利益 △351,101

営業外収益  

受取利息 118,649

受取配当金 15,557

有価証券売却益 599

有価証券評価益 382,464

為替差益 112,989

その他 6,915

営業外収益合計 637,175

営業外費用  

雑損失 19

営業外費用合計 19

経常利益 286,053

特別損失  

固定資産除却損 5,864

投資有価証券評価損 2,583

特別損失合計 8,448

税金等調整前四半期純利益 277,604

法人税等 133,250

四半期純利益 144,354



（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利益 277,604

減価償却費 94,191

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,672

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41

未払費用の増減額（△は減少） △77,832

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,811

受取利息及び受取配当金 △134,206

為替差損益（△は益） △112,989

有価証券評価損益（△は益） △382,464

投資有価証券評価損益（△は益） 2,583

有価証券償還損益（△は益） △6

有価証券売却損益（△は益） △599

固定資産除却損 5,864

売上債権の増減額（△は増加） 10,739

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,902

その他の流動資産の増減額（△は増加） 24,920

仕入債務の増減額（△は減少） △28,444

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,194

その他の流動負債の増減額（△は減少） 56,780

未払金の増減額（△は減少） 194,230

前受金の増減額（△は減少） 171,539

その他 △61

小計 88,657

利息及び配当金の受取額 78,686

法人税等の支払額 △291,963

営業活動によるキャッシュ・フロー △124,619

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 △185,000

定期預金の払戻による収入 130,000

有価証券の償還による収入 50,000

有形固定資産の取得による支出 △375,190

無形固定資産の取得による支出 △1,536

投資有価証券の取得による支出 △41,673

投資有価証券の売却による収入 77,486

貸付金の回収による収入 300

敷金及び保証金の差入による支出 △9,405

敷金及び保証金の回収による収入 7,790

その他 △2,216

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,445



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △199,766

その他 1,821

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,945

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △650,759

現金及び現金同等物の期首残高 2,979,465

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,328,706



「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

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 1,281

Ⅱ　売上原価 1,195

売上総利益 85

Ⅲ　販売費及び一般管理費 398

営業利益 △312

Ⅳ　営業外収益 410

Ⅴ　営業外費用 6

　　経常利益 91

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 17

税金等調整前四半期純利益 74

法人税等 47

四半期純利益 26

－ 10 －
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