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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 3,952 ― 338 ― 344 ― 197 ―

20年3月期第2四半期 3,729 10.3 498 20.4 505 19.2 287 11.5

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2四半期 19.56 ―

20年3月期第2四半期 28.13 28.10

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2四半期 10,325 9,198 89.1 912.68
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2四半期  9,198百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、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。  

(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、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) 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2四半期  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2四半期  230,632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2四半期  10,093,634株 20年3月期第2四半期  10,233,777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果実な要因に係る本
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

  当第２四半期累計期間における日本経済は、原油や原材料価格の高騰に伴う物価の上昇による景気の停滞の影響か

ら、個人消費も伸び悩んでいます。

　当社が属する教育サービス業界においては、特に、新規顧客の獲得という局面において、景気の状況に影響される

部分が少なくありません。このような中で、各社とも様々な企業戦略を構築し、迅速な対応が要求されております。

また、以前から当業界をとりまいている様々な課題に対しても、各企業が多様な取り組みを実践しておりますが、当

業界の根幹である「顧客への高品質な教育サービスの提供」「学習指導という枠にとらわれない顧客との良好な人間

関係の構築」等を地味ながら揺るぎなく実践できている企業は、現状も、また今後においても着実な成長を遂げてい

くものと思われます。

　当社におきましては、前述しました塾業界の基盤となる部分をさらに強固なものにしながら、新たなサービスの提

供や新たな地域への進出を研究・実践しております。当第２四半期会計期間においては、兵庫県西宮市に個別受験指

導部門の(個別館)甲子園校を開校し、西宮市南東部における当社教育サービスの拡充を進めております。また、７月

末から８月末にかけて実施しました夏期講習においては、新規受講生数も堅調に推移し、夏期講習の売上を含む月の

売上高も、前年同期に比べ96百万円増加いたしました。このことは、当社が校舎を展開している地域において、当社

の姿勢が地域の方々に受け入れられている証左だと考えております。そして、当第２四半期会計期間末の生徒数は、

前事業年度末において開進館２校舎、当第２四半期会計期間においてアナップ1校舎を閉鎖しましたが、前年同日比

623名増の20,587名となり、当社の過去最高生徒数を更新いたしました。

　これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は、3,952百万円(前年同期比222百万円増)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338百万円

(前年同期比159百万円減)、経常利益は344百万円(前年同期比160百万円減)となり、当第２四半期純利益は197百万円

(前年同期比90百万円減)となりました。

　なお、前年同期比の金額に関しては、参考として記載しております。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期会計期間末における総資産は10,325百万円となり、前年同期に比べ89百万円減少（前年同期比0.9％

減）しました。なお、純資産は15百万円減少して9,198百万円となり、自己資本比率は89.1％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ20百万円減少し2,626百万円となり

ました。

当第２四半期累計期間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、447百万円（前年同期に獲得した資金は563百万円）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、56百万円（前年同期に使用した資金は730百万円）となりました。これは、当期に

おいて差入保証金の返還による収入が多かったことに加え、前年同期に比べ固定資産取得にかかる費用が減ったこと

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、203百万円（前年同期に使用した資金は201百万円）となりました。これは、主に

前年同期に比べ、配当金の支払額が増加したものの、自己株取得に係る費用が減っ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。
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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、当事業年度より「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２四半期会計期間末 
(平成20年９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 2,726,853 2,326,806

売掛金 45,739 229,667

たな卸資産 65,517 70,043

繰延税金資産 38,155 42,424

その他 138,359 388,618

貸倒引当金 △2,700 △4,700

流動資産合計 3,011,925 3,052,859

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,934,578 1,990,620

土地 2,932,166 2,932,166

その他（純額） 283,515 329,442

有形固定資産合計 5,150,259 5,252,229

無形固定資産 111,227 122,796

投資その他の資産   

投資有価証券 397,961 418,278

繰延税金資産 323,337 293,502

差入保証金 1,204,243 1,200,157

その他 126,046 124,463

投資その他の資産合計 2,051,588 2,036,402

固定資産合計 7,313,075 7,411,428

資産合計 10,325,000 10,464,288

負債の部   

流動負債   

買掛金 42,045 83,676

未払法人税等 177,920 189,862

未払消費税等 49,991 17,878

賞与引当金 35,148 35,450

その他 438,407 602,939

流動負債合計 743,512 929,808

固定負債   

退職給付引当金 45,367 32,801

役員退職慰労引当金 317,990 266,190

その他 19,611 19,816

固定負債合計 382,968 318,808

負債合計 1,126,481 1,248,616
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 5,743,256 5,727,864

自己株式 △150,041 △128,142

株主資本合計 9,206,421 9,212,928

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,901 2,743

評価・換算差額等合計 △7,901 2,743

純資産合計 9,198,519 9,215,672

負債純資産合計 10,325,000 10,464,288
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,952,069

売上原価 3,084,616

売上総利益 867,452

販売費及び一般管理費 528,741

営業利益 338,711

営業外収益  

受取利息 2,838

受取配当金 1,760

受取手数料 1,155

雑収入 1,995

営業外収益合計 7,748

営業外費用  

支払手数料 251

投資事業組合運用損 1,126

雑支出 233

営業外費用合計 1,610

経常利益 344,848

特別利益  

貸倒引当金戻入額 987

受取保険金 1,183

特別利益合計 2,170

特別損失  

訴訟関連損失 1,722

店舗閉鎖損失 4,778

その他 721

特別損失合計 7,222

税引前四半期純利益 339,797

法人税、住民税及び事業税 160,593

法人税等調整額 △18,277

法人税等合計 142,316

四半期純利益 197,480
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

営業収入 4,316,240

原材料又は商品の仕入れによる支出 △118,154

人件費の支出 △1,816,086

その他の営業支出 △1,752,995

小計 629,002

利息及び配当金の受取額 6,244

その他の収入 4,030

その他の支出 △3,419

法人税等の支払額 △188,568

営業活動によるキャッシュ・フロー 447,289

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 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △110,460

無形固定資産の取得による支出 △2,552

差入保証金の差入による支出 △4,748

差入保証金の回収による収入 277,008

貸付金の回収による収入 435

その他 △3,407

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,274

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △181,413

自己株式の取得による支出 △21,898

その他の固定負債の増減額（△は減少） △204

財務活動によるキャッシュ・フロー △203,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 300,047

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 2,626,853
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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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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  3,729,524 100.0

Ⅱ　売上原価  2,735,670 73.3

売上総利益  993,854 26.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  495,475 13.3

営業利益  498,378 13.4

Ⅳ　営業外収益  8,065 0.2

Ⅴ　営業外費用  606 0.0

経常利益  505,836 13.6

Ⅵ　特別利益  1,505 0.0

Ⅶ　特別損失  13,689 0.4

税引前中間純利益  493,652 13.2

法人税、住民税及び事業税 232,198   

法人税等調整額 △26,430 205,768 5.5

中間純利益  287,884 7.7
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

営業収入 4,108,979

原材料又は商品の仕入れによる支出 △118,185

人件費の支出 △1,632,153

その他の営業支出 △1,614,496

小計 744,143

利息及び配当金の受取額 4,814

その他の受取額 3,686

その他の支払額 △635

法人税等の支払額 △188,290

営業活動によるキャッシュ・フロー 563,717

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 △502,298

有形固定資産の売却による収入 24,149

無形固定資産の取得による支出 △35,945

保証金の差入による支出 △15,124

保証金の返還による収入 4,350

投資有価証券の取得による支出 △202,066

貸付けによる支出 △500

貸付金の回収による収入 75

投資その他の資産の取得による支出 △3,530

投資活動によるキャッシュ・フロー △730,890

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △162,844

自己株式の取得による支出 △36,717

固定負債その他の増減額（△は減少） △2,225

財務活動によるキャッシュ・フロー △201,786

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減額（△は減少） △368,959

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中間期末残高 2,647,191
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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２四半期会計期間末 当第２四半期会計期間末

（平成19年９月30日） （平成20年９月30日）

生徒数（人） 生徒数（人）

小・中学部

（中学受験指導部門）

2,224 2,240進学館

（高校受験指導部門）

4,931 4,853開進館

（大学受験指導部門）

1,302 1,199研伸館中学生課程

高校部
（大学受験指導部門）

5,183 5,338研伸館高校生課程

その他

（個別受験指導部門）

4,373 4,726個別館

（総合教育部門） 1,951 2,231

（その他） － －

合計
19,964 20,587

　　 （２）事業部門別売上高の状況

事業部門別

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

（自　平成19年４月１日 （自　平成20年４月１日

　至　平成19年９月30日） 　至　平成20年９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）

509,099 512,201進学館

（高校受験指導部門）

774,365 861,208開進館

（大学受験指導部門）

230,688 212,576研伸館中学生課程

高校部
（大学受験指導部門）

1,169,019 1,224,680研伸館高校生課程

その他

（個別受験指導部門）

829,798 916,040個別館

（総合教育部門）
156,747 177,964

（その他）
59,804 47,396

合計
3,729,524 3,952,069
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