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      減損損失による特別損失の計上、 
      平成 21 年２月期中間期（連結・個別）業績予想との差異 
      及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ 

 
記 
 

 平成 21 年２月期（平成 20 年３月 1 日～平成 21 年２月 28 日）の業績予想について、平

成 20 年４月 11 日付当社「平成 20 年２月期決算短信」にて発表いたしました業績予想を下

記の通り修正いたします。 
 
１．減損損失による特別損失の計上について 
 「固定資産の減損に係る会計基準」に基づきまして、生徒数の減少傾向が続いているこ

とから、中間期で厳密に資産性を考慮し、当社が保有する固定資産の一部（建物付属設備、

器具備品、リース資産等）について減損処理を行い、当中間期において連結にて 290 百万

円、単独にて 280 百万円の減損損失を特別損失に計上するものであります。 
 
２．平成 21 年２月期 連結業績予想の修正等 
（1）中間期（平成 20 年３月１日～平成 20 年８月 31 日）       （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 
前回予想（Ａ） 10,007 220 230 100
今回修正（Ｂ） 9,828 102 114 △180
増減額（Ｂ－Ａ） △179 △118 △116 △280
増減率 △1.8％ △53.6％ △50.4％ －

 



（2）通期（平成 20 年３月１日～平成 21 年２月 28 日）        （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
前回予想（Ａ） 20,830 1,100 1,130 560
今回修正（Ｂ） 20,130 700 740 100
増減額（Ｂ－Ａ） △700 △400 △390 △460
増減率 △3.4％ △36.4％ △34.5％ △82.1％
 
（3）ご参考：前期の実績（平成 19 年３月１日～平成 20 年２月 29 日） （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
中間期（3/1～8/31） 9,949 391 391 68
通 期（3/1～2/29） 20,127 897 915 398
 
３．平成 21 年２月期 個別業績予想の修正等 
（1）中間期（平成 20 年３月１日～平成 20 年８月 31 日）       （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 
前回予想（Ａ） 9,030 190 180 85
今回修正（Ｂ） 8,922 48 50 △201
増減額（Ｂ－Ａ） △108 △142 △130 △286
増減率 △1.2％ △74.7％ △72.2％ －

 
（2）通期（平成 20 年３月１日～平成 21 年２月 28 日）        （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
前回予想（Ａ） 18,650 750 780 370
今回修正（Ｂ） 18,100 400 450 △30
増減額（Ｂ－Ａ） △550 △350 △330 △400
増減率 △2.9％ △46.7％ △42.3％ －

 
（3）ご参考：前期の実績（平成 19 年３月１日～平成 20 年２月 29 日） （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
中間期（3/1～8/31） 9,010 357 381 78
通 期（3/1～2/29） 18,069 627 685 200
 
 
 
 
 
 



４．平成 21 年２月期連結業績予想の修正理由 
 当中間連結会計期間における連結業績予想の修正理由は次の通りです。 
 集団授業（市進学院・市進予備校）の生徒数減少傾向は継続しており、当期、当社グル

ープにおきましては、グループ全拠点が全ての商品（集団・個別・映像）の販売窓口とな

るマルチチャンネル化を推進しております。その一つの柱である個別指導部門への集客は

ほぼ予定通り推移しており、集団授業（市進学院や市進予備校）と個別指導の併用生も昨

年に比べ増加傾向にあります。しかしながら、もう一つの柱である高校生を主な対象とし

た映像配信授業市進ウイングネットにおきましては、ビルの通信回線工事の遅れから個太

郎塾での開設が夏期講習までずれ込んだこと、昨年まで小中学生を対象として運営してお

りました市進学院に新たに高等部を設置したことの周知徹底が不足したことなどにより予

定の集客には届いておりません。 
 また、昨年度より開始したウイングネットの同業他社への外部販売は、平成 20 年 8 月末

現在の契約数を 45 社、74 校とほぼ計画通りに伸ばしておりますが、契約塾のそれぞれの事

情により、実際に授業を開始するまでの準備や生徒集客に時間を要するケースも出てきて

おります。 
 以上の結果、夏期講習の集客などが予定を下回り、売上高は 9,828 百万円（179 百万円減）

となりました。また、経費面では当期、グループ内マルチチャンネル化における積極的な

投資を次年度実施予定分も含め前倒しで行っていることから、営業利益 102 百万円（118
百万円減）、経常利益 114 百万円（116 百万円減）、当期純利益は、前述の減損損失を計上し

たことにより、△180 百万円（280 百万円減）となりました。 
 
 通期におきましては、上半期の集客の影響は受けるものの、マルチチャンネル化の体制

も整い、下半期には一定の効果が表れるものと見込まれます。その結果、売上高 20,130 百

万円（700 百万円減）、営業利益 700 百万円（400 百万円減）、経常利益 740 百万円（390
百万円減）、当期純利益 100 百万円（460 百万円減）に修正いたします。 
 
５．平成 21 年２月期個別業績予想の修正理由 
 個別業績予想につきましては、連結業績予想に係る内容の同一のため、記載を省略いた

します。 
  
 なお、上記の予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づ

き当社が判断したものであり、実際の業績は今後の要因によって予想値と異なる場合があ

ります。 
     

                                   以上 




