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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 2,201 ― 452 ― 460 ― 250 ―
20年3月期第2四半期 2,285 △2.0 534 △2.6 538 △1.9 297 △1.0

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 55.93 ―
20年3月期第2四半期 66.35 ―

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 4,637 3,880 83.7 865.13
20年3月期 4,611 3,794 82.3 845.94

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,880百万円 20年3月期  3,794百万円

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 ― 30.00 30.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 30.00 30.00

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 4,653 △0.5 1,049 △7.7 1,059 △7.6 564 △11.4 125.90

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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２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。 
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2四半期  4,536,000株 20年3月期  4,536,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  50,400株 20年3月期  50,400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  4,485,600株 20年3月期第2四半期  4,485,600株
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当第２四半期(６ヶ月)の国内経済は、米国発のサブプライムローン問題に端を発した金融不安により、
株価下落や景気の減速感等、先行きに不安を残す展開となりました。 
このような中、当社グループは、会員数の増加や生産性向上に向け営業員の増加やスクールの統廃合等

の諸施策を行ってまいりました。 
この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、22億１百万円となりました。 
利益面につきましては、連結営業利益４億52百万円、連結経常利益４億60百万円、連結四半期純利益２

億50百万円となりました。 
(教育事業) 
子会社である株式会社螢雪ゼミナールを含む当第２四半期連結累計期間の平均生徒数は、6,999名(前年

同期比3.5％増)となりました。 
この結果、売上高は11億70百万円となり、営業利益は１億98百万円となりました。 
(スポーツ事業) 
一方、スポーツ事業につきましては、期初立ち上がり会員数の減少及び第２四半期連結累計期間におい

て、採算性向上を目指し15名以下のスクールの統廃合を積極的に推し進めたことにより、第２四半期連結
累計期間の平均生徒数は25,950名(前年同期比9.5％減)となったため、売上高９億64百万円、営業利益２
億68百万円となりました。 
(その他の事業) 
添加物・保存料を使用しない弁当の宅配事業及び化粧品・植物ミネラル水の販売事業を主に展開してお

り、当第２四半期連結累計期間の売上高66百万円、営業損失14百万円となりました。 
  

(資産) 
当第２四半期末における資産合計は46億37百万円(前連結会計年度末比26百万円増)となりました。 
その主な要因は、現金及び預金が前連結会計年度末比40百万円増加したことによるものであります。 
(負債) 
当第２四半期末における負債合計は７億56百万円(前連結会計年度末比59百万円減)となりました。 
その主な要因は、未払法人税等が前連結会計年度末比25百万円減少したことによるものであります。 
(純資産) 
当第２四半期末における純資産合計は38億80百万円(前連結会計年度末比86百万円増)となりました。 
その主な要因は、利益剰余金が前連結会計年度末比１億16百万円増加したことによるものであります。
  

当第２四半期の連結売上高及び営業利益等は当初計画を下回る水準で推移いたしました。 
原因といたしましては、主にスポーツ事業部門における平均生徒数が計画値を下回ったことによりま

す。 
通期の業績予想につきましては、平成20年10月24日の「業績予想の修正に関するお知らせ」において公

表いたしましたとおり、スポーツ事業部の平均生徒数が計画値28,403名より26,226名と2,177名減少する
見込みとなったことから、連結売上高46億53百万円、連結営業利益10億49百万円、連結経常利益10億59百
万円、連結当期純利益５億64百万円と予想しております。 
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整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。 

  

1.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。 
2.通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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 平成18
年７月５日)が適用されたことに伴い、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。 
これによる影響はありません。 

  

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)

(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

(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
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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 2,644,046 2,603,745 

受取手形及び売掛金 27,140 24,524 

商品及び製品 137,672 134,969 

原材料及び貯蔵品 8,361 7,910 

その他 105,398 108,217 

貸倒引当金 △131 △59 

流動資産合計 2,922,487 2,879,306 

固定資産 

有形固定資産 253,095 256,769 

無形固定資産 

のれん 55,575 83,363 

その他 22,800 23,138 

無形固定資産合計 78,375 106,501 

投資その他の資産 

投資有価証券 837,801 838,348 

その他 545,781 530,103 

投資その他の資産合計 1,383,583 1,368,452 

固定資産合計 1,715,054 1,731,723 

資産合計 4,637,541 4,611,030 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 20,363 13,635 

短期借入金 223,000 233,250 

未払法人税等 207,579 233,001 

賞与引当金 83,613 70,131 

その他 193,162 231,350 

流動負債合計 727,717 781,368 

固定負債 

長期借入金 4,000 10,000 

退職給付引当金 18,137 17,104 

その他 7,060 8,022 

固定負債合計 29,197 35,126 

負債合計 756,915 816,494 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 212,700 212,700 

資本剰余金 29,700 29,700 

利益剰余金 3,722,612 3,606,304 

自己株式 △36,976 △36,976 

株主資本合計 3,928,036 3,811,728 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △47,410 △17,192 

評価・換算差額等合計 △47,410 △17,192 

純資産合計 3,880,626 3,794,535 

負債純資産合計 4,637,541 4,611,030 
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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 2,201,695 

売上原価 1,150,081 

売上総利益 1,051,613 

販売費及び一般管理費 599,407 

営業利益 452,206 

営業外収益 

受取利息 6,937 

受取配当金 1,644 

その他 1,892 

営業外収益合計 10,474 

営業外費用 

支払利息 2,388 

その他 47 

営業外費用合計 2,436 

経常利益 460,244 

特別利益 － 

特別損失 

固定資産除却損 6,589 

特別損失合計 6,589 

税金等調整前四半期純利益 453,654 

法人税等 202,778 

四半期純利益 250,876 
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 (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 453,654 

減価償却費 11,856 

のれん償却額 27,787 

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,481 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 71 

受取利息及び受取配当金 △8,582 

支払利息 2,388 

固定資産除却損 6,589 

売上債権の増減額（△は増加） △2,615 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,153 

仕入債務の増減額（△は減少） 6,728 

前受金の増減額（△は減少） △37,538 

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,645 

預り保証金の増減額（△は減少） △962 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,033 

その他 8,072 

小計 477,168 

利息及び配当金の受取額 7,169 

利息の支払額 △2,440 

法人税等の支払額 △231,043 

営業活動によるキャッシュ・フロー 250,853 

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 △79,900 

定期預金の払戻による収入 29,900 

有形固定資産の取得による支出 △3,265 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △6,358 

投資有価証券の取得による支出 △50,214 

貸付けによる支出 △500 

貸付金の回収による収入 603 

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,735 

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） 20,000 

長期借入金の返済による支出 △36,250 

配当金の支払額 △134,568 

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,818 

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） △9,699 

現金及び現金同等物の期首残高 1,901,240 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,891,541 
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

(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) 
  

 
  
(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重要な在外支店はありませんので、記載を省略して

おります。 
  
(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) 

  
海外売上高はありませんので、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

教育事業 スポーツ事業 その他の事業 計 消去又は全社 連  結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売 上 高

(1)外部顧客に対する売上高 1,170,344 964,624 66,726 2,201,695 － 2,201,695

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 1,170,344 964,624 66,726 2,201,695 － 2,201,695

営業利益又は営業損失（△） 198,004 268,832 △ 14,630 452,206 － 452,206

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期にかかる財務諸表 

(1)中間連結損益計算書 

「参考資料」

科        目

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

金     額   （千円） 百分比

％

Ⅰ 売上高 2,285,776 100.0

Ⅱ 売上原価 1,143,364 50.0

売上総利益 1,142,412 50.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 607,965 26.6

営業利益 534,446 23.4

Ⅳ 営業外収益

1 受取利息 5,688

2 受取配当金 411

3 受取手数料 282

4 保険金収入 468

5 その他 295 7,147 0.3

Ⅴ 営業外費用

1 支払利息 2,548

2 その他 53 2,601 0.1

経常利益 538,992 23.6

Ⅵ 特別利益

1 貸倒引当金戻入益 245 245 0.0

Ⅶ 特別損失

1 固定資産除却損 4,103

2 固定資産売却損 51 4,154 0.2

税金等調整前 
中間純利益 535,083 23.4

法人税、住民税 
及び事業税

231,664

法人税等調整額 5,794 237,458 10.4

中間純利益 297,624 13.0
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〔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) 

(単位 千円) 

 
  

〔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重要な在外支店はありませんので、記載を省略してお
ります。 

  
〔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) 

海外売上高はありませんので、記載を省略しております。 
  

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) 

該当事項はありません。 

  

(2)セグメント情報

教育事業 スポーツ事業 その他の事業 計 消去又は全社 連  結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 1,175,570 1,074,486 35,720 2,285,776 － 2,285,776

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 1,175,570 1,074,486 35,720 2,285,776 － 2,285,776

営業費用 976,039 730,530 44,760 1,751,330 － 1,751,330

営業利益又は営業損失（△） 199,530 343,955 △ 9,039 534,446 － 534,446

(3)継続企業の前提に関する注記
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「参考」 

四半期個別財務諸表 
①四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象ではありません。 
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います。 
(１)四半期貸借対照表 

(単位 千円) 

科  目

当第２四半期会計期間末 前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成20年９月30日) (平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,144,077 2,165,053

受取手形及び売掛金 14,677 17,994

商品及び製品 132,159 132,066

原材料及び貯蔵品 8,361 7,910

その他 76,582 80,126

貸倒引当金 △ 10 △ 10

流動資産合計 2,375,847 2,403,140

固定資産

有形固定資産 219,443 222,629

無形固定資産 20,109 20,239

投資その他の資産

 投資有価証券 837,801 838,348

 その他 771,596 748,817

投資その他の資産合計 1,609,398 1,587,166

固定資産合計 1,848,951 1,830,035

資産合計 4,224,799 4,233,175

負債の部

流動負債

買掛金 10,495 10,584

短期借入金 210,000 221,250

未払法人税等 169,492 185,085

賞与引当金 67,200 56,262

その他 131,443 182,930

流動負債合計 588,631 656,111

固定負債

退職給付引当金 8,984 8,105

その他 7,060 8,022

固定負債合計 16,044 16,127

負債合計 604,676 672,239

純資産の部

株主資本

資本金 212,700 212,700

資本剰余金 29,700 29,700

利益剰余金 3,462,109 3,372,704

自己株式 △ 36,976 △ 36,976

株主資本合計 3,667,533 3,578,128

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 47,410 △ 17,192

評価・換算差額等合計 △ 47,410 △ 17,192

純資産合計 3,620,122 3,560,936

負債純資産合計 4,224,799 4,233,175
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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) 

 
  

(注)この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示における
レビュー対象ではありません。 

  

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 1,704,628
売上原価 852,670
売上総利益 851,958
販売費及び一般管理費 467,910
営業利益 384,047
営業外収益
受取利息 6,476
受取配当金 1,642
その他 1,862
営業外収益合計 9,981

営業外費用
支払利息 2,268
その他 47
営業外費用合計 2,316
経常利益 391,712

特別利益 －
特別損失
固定資産除却損 3,140
特別損失合計 3,140
税引前四半期純利益 388,572
法人税等 164,599
四半期純利益 223,972
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