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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 8,090 ― 454 ― 442 ― 609 ―
20年3月期第2四半期 7,722 ― 554 ― 544 ― 251 ―

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 79.42 ―
20年3月期第2四半期 32.73 ―

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 9,575 4,951 51.6 644.27
20年3月期 9,819 4,503 45.8 585.47

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,943百万円 20年3月期  4,492百万円

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 ― 20.00 20.00
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 17,155 6.6 1,501 7.4 1,479 6.9 1,204 64.7 157.02

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、３～４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．平成20年９月12日に公表いたしました通期連結業績予想は、本資料において修正しておりません。 
２．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。上記業績予想に関する事項につきましては、３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
的情報をご覧ください。 
３．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 有

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  7,676,040株 20年3月期  7,676,040株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,524株 20年3月期  2,500株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  7,673,528株 20年3月期第2四半期  7,673,540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２四半期連結累計期間における我が国経済は、原油・原材料価格の高止まりに加え、米国のサブプライムロ

ーン問題を背景とした金融不安から、金融市場の混乱が続き、景気の先行きは予断を許さない状況の中で推移いた

しました。 

  当社グループを取り巻く経営環境につきましても、個人の消費マインドが低迷する中で、同業間の競争は更に厳

しくなっております。 

 このような状況の中、当社グループにおきましては経営資源の集中を図り、顧客から第一に選ばれるサービスを

継続的に提供できる体制作りに注力いたしました。 

 当社におきましては、校舎における集客力の向上を図るため、新入職員や非常勤職員の効率的な研修に資する新

たな研修ツールの作成や、管理職・中堅社員の早期育成に向けた研修体系の整備等に取り組みました。また、８月

には、社会人対象の教育研修事業、学校への出張授業、子会社が運営する映像配信システム（リアライビジョン）

の活用支援など、学習塾運営以外の教育事業を積極的に開拓し、同時に従業員教育を更に推進していくための部署

として「教育事業推進部」を新たに設置いたしました。 

 子会社である株式会社野田学園におきましては、塾生数・売上高とも前年同期を上回り、業績改善の兆しが現れ

ておりますが、単科受講生の割合が大きくなった関係で、上期の予算達成には至らず、今後の収益拡大に向けて新

たな施策の検討を進めております。株式会社ビーケアにつきましては、概ね計画どおり推移しており、下期におけ

る新規契約獲得に向けて、準備を進めてまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の連結業績は、売上高8,090百万円、営業利益454百万円、経常利益442百万

円となりました。これに、受取保険金271百万円、固定資産売却益108百万円、役員退職慰労引当金戻入額286百万

円等を特別利益に計上し、校舎関連の固定資産処分損49百万円、社葬費13百万円、弔慰金33百万円等を特別損失に

計上した結果、四半期純利益609百万円となりました。 

 なお、事業部門別の概況は以下のとおりです。 

  

（学習塾部門） 

 当社におきましては、高校部専門校舎「サクセス18大泉学園校」と、小中学生対象の集団指導校舎「中央林間

校」の２校を新規に出校いたしました。他方、集客エリアの市場性低下等により、将来に向けて採算向上が見込ま

れない「下北沢校」を８月末で閉校したことにより、当第２四半期末の校舎数は114校となりました。収益面で

は、夏期講習会・夏期合宿の受講生が当初の計画を若干下回りましたが、難関校への合格実績伸長が集客に寄与

し、志望校別対策コースやオプション講座受講生が予想を上回ったことにより、全般的には、概ね計画どおりの収

益を達成することができました。 

 子会社である株式会社野田学園におきましては、夏期合宿授業「サマーヴィレッジ」の指導内容及び運営方法を

全面的に見直すとともに、新コースの設定や、４月に設置した学生寮（中野ヴィレッジ）を活用したオプション講

座の実施等により、収益力強化に努めました。 

 以上の結果、期中平均塾生数（連結）は、27,204名（前年同期比103.6%）で推移し、学習塾部門の売上高は

8,006百万円となりました。 

  

（不動産賃貸部門等） 

 当社におきましては、７月に保有不動産の一部を売却したこと等により、不動産賃貸収入が計画にいたりません

でしたが、社会人対象の研修事業である「Ｗ－ＥｘＰｅｒＴ」（ダブルエキスパート）並びに「教師力養成塾」が

予定以上の受講者を獲得できたことにより、予算比109.2％と順調に推移いたしました。子会社２社につきまして

も概ね順調に推移した結果、不動産賃貸部門等の売上高は84百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、9,575百万円となり、前連結会計年度末に比べ、243百万円減少いたしました。流動

資産は、1,892百万円となり、174百万円減少いたしました。主な原因は、現金及び預金の減少295百万円、たな卸

資産の減少13百万円、営業未収入金の増加277百万円、繰延税金資産の減少67百万円、預け金の減少148百万円等で

あります。固定資産は、7,683百万円となり、69百万円減少いたしました。有形固定資産は、4,538百万円となり、

175百万円の減少となりました。減少の要因は土地の一部を売却したためです。無形固定資産は、950百万円とな

り、136百万円の増加、投資その他の資産は、2,194百万円となり、29百万円の減少となりました。  

 当第２四半期末の負債合計は、4,623百万円となり、前連結会計年度末に比べ、691百万円減少いたしました。流

動負債は、3,555百万円となり、388百万円減少いたしました。主な原因は、確定納付による未払法人税等及び未払

消費税等の減少309百万円、短期借入金の減少550百万円、その他未払金の減少226百万円、前受金の増加840百万円
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等であります。 

  固定負債は、1,068百万円となり、302百万円減少いたしました。主な原因は役員退職慰労引当金の戻入286百万

円等であります。 

  当第２四半期末の純資産の部は、4,951百万円となり、前連結会計年度末に比べ、447百万円増加いたしました。

  主な原因は、当四半期累計期間純利益609百万円の計上による増加、配当金の支払い153百万円等による減少で

す。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の45.8％から51.6％となりました。 

  

（キャッシュ・フローについて） 

  当第２四半期末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより290百万円となり、前連結会

計年度末に比べ、295百万円減少いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が1,005百万円、役員退職慰労引当金286百万

円の減少、受取保険金271百万円、固定資産売却益108百万円、及び売上債権277百万円の増加、並びに法人税等の

支払489百万円が発生いたしました。 

  一方、減価償却費184百万円、前受金の増加868百万円等が発生し、この結果、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは590百万円の収入となり、前年同期に比べ、90百万円収入が減少いたしました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得496百万円と差入保証金の差入純

増額58百万円、並びに有形固定資産の売却535百万円、投資有価証券の売却106百万円により、86百万円の収入とな

り、前年同期に比べ、1,015百万円支出が減少いたしました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額550百万円、長期借入金の返済額217百万円と配当金

の支払152百万円等により、971百万円の支出となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の国内経済は、金融市場の混乱に伴う円高の進行や株式市場の低迷などが、企業収益や家計を一層圧迫し、

景気の減速が更に進行することが懸念されます。 

 そのような環境の中、当社におきましては、高品質な教育サービスの提供により顧客満足度を高め、塾生の継続

率を更に向上させるとともに、今春の中学入試・高校入試における圧倒的な合格実績の伸長を集客の訴求力とし

て、新入生の獲得に注力してまいります。特に、小学部におきましては、11月以降に本格化する新年度生募集に向

け、新コースの設置や既存コースのメンテナンスを図り、集客力の向上を図ってまいります。また、費用面では、

引き続き、１クラス人数の統制などにより効率的な校舎運営を推進するとともに、変動費を中心に経費削減に努め

利益目標の達成に向け注力してまいります。 

 株式会社野田学園につきましては、収益基盤の強化に向けて、夏の「サマーヴィレッジ」に続き、冬期合宿授業

の刷新や、新コースの設定により売上単価の向上・利益率の向上を図ってまいります。   

 また、株式会社ビーケアにつきましては、市場のニーズに適った新サービスの提供を開始することによって顧客

獲得を推進し、早期に利益創出体制を構築してまいります。 

 以上により、通期の連結業績につきましては、売上高17,155百万円、営業利益1,501百万円、経常利益1,479百万

円、当期純利益1,204百万円を予想しており、平成20年９月12日発表の業績予想からの変更はございません。 

   

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。 
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（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 

a.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。 

b.たな卸資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、主とし

て総平均法による原価法（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。 

これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は

ありません。 

c.リース取引に関する会計基準の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこと

に伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係るリース資産の原

価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に139,836千円、リース債務が

流動負債に30,592千円、固定負債に109,489千円計上されており、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 287,195 582,611

営業未収入金 1,121,590 844,475

有価証券 8,241 8,225

たな卸資産 31,453 45,015

繰延税金資産 170,490 237,718

その他 307,278 375,253

貸倒引当金 △34,021 △26,521

流動資産合計 1,892,229 2,066,778

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,335,036 4,123,917

減価償却累計額 △2,354,818 △2,356,708

建物及び構築物（純額） 1,980,218 1,767,208

土地 2,007,357 2,165,230

リース資産 147,389 －

減価償却累計額 △7,552 －

リース資産（純額） 139,836 －

建設仮勘定 291,496 651,297

その他 398,802 405,900

減価償却累計額 △279,313 △275,876

その他（純額） 119,489 130,023

有形固定資産合計 4,538,398 4,713,760

無形固定資産   

のれん 627,436 654,592

その他 322,858 159,690

無形固定資産合計 950,295 814,283

投資その他の資産   

投資有価証券 469,797 344,169

長期貸付金 － 70

繰延税金資産 196,058 298,083

長期未収入金 135,000 135,000

差入保証金 1,444,302 1,417,835

その他 101,797 181,514

貸倒引当金 △152,522 △152,437

投資その他の資産合計 2,194,433 2,224,236

固定資産合計 7,683,126 7,752,280

資産合計 9,575,355 9,819,059
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 127,009 129,542

短期借入金 500,000 1,050,000

1年内返済予定の長期借入金 349,280 418,030

未払費用 547,076 614,380

未払法人税等 268,974 518,470

前受金 1,159,587 319,416

賞与引当金 276,744 336,767

役員賞与引当金 － 10,000

その他 326,723 547,330

流動負債合計 3,555,394 3,943,938

固定負債   

長期借入金 620,030 768,420

退職給付引当金 303,076 266,723

役員退職慰労引当金 － 286,890

その他 145,434 49,457

固定負債合計 1,068,540 1,371,491

負債合計 4,623,934 5,315,430

純資産の部   

株主資本   

資本金 467,304 467,304

資本剰余金 416,253 416,253

利益剰余金 4,068,232 3,612,300

自己株式 △654 △630

株主資本合計 4,951,136 4,495,227

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,289 △2,596

評価・換算差額等合計 △7,289 △2,596

少数株主持分 7,574 10,997

純資産合計 4,951,420 4,503,628

負債純資産合計 9,575,355 9,819,059
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 8,090,964

売上原価 6,140,467

売上総利益 1,950,496

販売費及び一般管理費 1,496,337

営業利益 454,159

営業外収益  

受取利息 3,383

受取配当金 573

その他 8,163

営業外収益合計 12,120

営業外費用  

支払利息 23,237

その他 94

営業外費用合計 23,332

経常利益 442,947

特別利益  

固定資産売却益 108,971

投資有価証券売却益 645

役員退職慰労引当金戻入額 286,890

受取保険金 271,896

その他 11,000

特別利益合計 679,404

特別損失  

固定資産処分損 49,351

減損損失 14,810

社葬費 13,703

弔慰金 33,000

その他 6,141

特別損失合計 117,005

税金等調整前四半期純利益 1,005,346

法人税、住民税及び事業税 242,610

法人税等調整額 156,756

法人税等合計 399,366

少数株主損失（△） △3,423

四半期純利益 609,403
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,052,138

売上原価 3,499,281

売上総利益 1,552,857

販売費及び一般管理費 550,601

営業利益 1,002,255

営業外収益  

受取利息 2,233

その他 5,339

営業外収益合計 7,572

営業外費用  

支払利息 12,543

その他 39

営業外費用合計 12,582

経常利益 997,245

特別利益  

固定資産売却益 129

投資有価証券売却益 645

受取保険金 271,896

特別利益合計 272,670

特別損失  

固定資産処分損 20,203

弔慰金 33,000

その他 6,141

特別損失合計 59,345

税金等調整前四半期純利益 1,210,570

法人税、住民税及び事業税 238,420

法人税等調整額 281,319

法人税等合計 519,739

少数株主損失（△） △1,811

四半期純利益 692,643

2008/10/30 11:02:36

- 4 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 1,005,346

減価償却費 184,934

減損損失 14,810

のれん償却額 42,871

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,585

賞与引当金の増減額（△は減少） △70,023

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,353

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △286,890

受取利息及び受取配当金 △3,957

支払利息 23,237

受取保険金 △271,896

投資有価証券売却損益（△は益） △645

固定資産売却損益（△は益） △108,971

固定資産処分損益（△は益） 49,351

売上債権の増減額（△は増加） △277,115

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,562

仕入債務の増減額（△は減少） △2,533

前受金の増減額（△は減少） 868,170

未払消費税等の増減額（△は減少） △59,738

預り保証金の増減額（△は減少） △13,512

その他の資産の増減額（△は増加） △74,643

その他の負債の増減額（△は減少） △245,808

小計 830,487

利息及び配当金の受取額 2,422

利息の支払額 △24,919

保険金の受取額 271,896

法人税等の支払額 △489,744

営業活動によるキャッシュ・フロー 590,142
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（単位：千円）

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

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △68,084

投資有価証券購入の為の預け金支出 △1,376

投資有価証券の売却による収入 106,893

有形固定資産の取得による支出 △331,352

有形固定資産の売却による収入 535,125

無形固定資産の取得による支出 △164,857

固定資産の除却による支出 △17,908

差入保証金の差入による支出 △87,449

差入保証金の回収による収入 28,676

貸付けによる支出 △250

貸付金の回収による収入 1,926

その他の支出 △1,490

その他の収入 86,410

定期預金の増減額（△は増加） △210

投資活動によるキャッシュ・フロー 86,051

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △550,000

長期借入金の返済による支出 △217,140

社債の償還による支出 △45,000

リース債務の返済による支出 △7,307

自己株式の取得による支出 △24

配当金の支払額 △152,333

財務活動によるキャッシュ・フロー △971,804

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） △295,610

現金及び現金同等物の期首残高 585,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 290,101
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 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  

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

学習塾部門の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

   

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

  

ｃ．海外売上高  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

 
前中間連結会計期間

（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           7,722,029  100.0

Ⅱ 売上原価       5,677,223  73.5

  売上総利益        2,044,806  26.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費           1,489,924  19.3

  営業利益           554,882  7.2

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息             3,468           

２．受取配当金     5,176           

３．受取事務手数料      234           

 ４．受取広告掲載料     2,219           

 ５．自動販売機収入      824           

 ６．その他     1,477  13,400  0.2

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  19,395           

２．社債利息      441           

３．その他  4,321      24,158  0.3

  経常利益       544,124  7.1

Ⅵ 特別利益                

１．生命保険解約益      24,178      24,178  0.3

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産処分損      41,757           

２．投資有価証券評価損  1,554      43,312  0.6

税金等調整前中間純利益           524,990  6.8

法人税、住民税及び事業税      193,190           

法人税等調整額  80,654  273,844  3.5

中間純利益       251,146  3.3
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間

（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   

税金等調整前中間純利益      524,990

 減価償却費      165,036

 のれん償却額      34,770

 貸倒引当金の増加額      7,190

 賞与引当金の減少額      △62,465

 退職給付引当金の増加額      35,354

 役員退職慰労引当金の増 
 加額      7,873

 受取利息及び受取配当金      △8,644

 支払利息      19,836

 投資有価証券評価損      1,554

 生命保険解約益      △24,178

 固定資産処分損      41,757

 売上債権の増加額      △91,970

 たな卸資産の減少額      9,369

 仕入債務の増加額      10,932

 前受金の増加額      768,256

 その他資産の増加額      △19,293

 その他負債の減少額      △214,435

小計      1,205,936

 利息及び配当金の受取額      7,133

 利息の支払額      △21,397

 法人税等の支払額      △511,329

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      680,342
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前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

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 

     △138,725

 固定資産の処分による支
出 

     △1,079

 新規連結子会社の株式取
得による支出 

     △856,494

 無形固定資産の取得によ
る支出 

     △2,346

 差入保証金の差入による
支出 

     △70,600

 差入保証金の返還による
収入      45,995

 貸付金の回収による収入      169

 その他投資等の取得によ
る支出 

     △4,148

 その他投資等の売却によ
る収入      47,878

 定期預金等の純増減額      50,090

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     △929,262

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 短期借入金の純増減額      310,000

 長期借入金の返済による
支出 

     △548,738

 社債の償還による支出      △37,000

 配当金の支払額         △98,999

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     △374,737

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少
額 

△623,657

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高      1,034,690

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

     411,033
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

  前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

学習塾部門の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント

資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％越であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。 

  

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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在外支店がないため該当事項はありません。 

  

   

  

ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。  
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６．その他の情報 （生産、受注及び販売の状況） 

 （１）生産及び受注の状況 

    該当事項はありません。 

  

   （２）部門別販売実績 

 （注）１．生徒数は、期中平均の在籍人数を記載しております。 

２．( ）内は学習塾部門の内数を表しております。また、構成比につきましては、販売実績全体の売上高 

  に対するものであります。 

 ３．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

４．前中間連結会計期間の各数値に関しましては、参考数値として記載しております。 

  

  

事業の 

部門別・品目 

  

 当第２四半期連結累計期間 

 （自 平成20年４月１日 

   至 平成20年９月30日） 

 前中間連結会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

   至 平成19年９月30日） 

 生徒数 

（人） 

 金額 

（千円） 

 構成比 

（％） 

 生徒数 

（人） 

金額 

（千円） 

 構成比 

（％） 

 学習塾部門   27,204  8,006,576 99.0     26,269    7,668,006    99.3 

 小学部 ( ) 13,222 ( )3,991,787 (49.4)    ( ) 12,779  ( ) 3,848,326    (49.8) 

 中学部  ( ) 11,338 ( )3,157,817 (39.0)   ( ) 11,191  ( ) 3,073,226    (39.8) 

 高校部等  ( ) 2,644  ( )856,971  (10.6)    ( ) 2,299    ( ) 746,454      (9.7) 

 不動産賃貸 

部門等 
 ―  84,388  1.0   ―        54,022     0.7 

 合計   27,204  8,090,964  100.0      26,269     7,722,029    100.0 
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