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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 10,844 ― 1,164 ― 1,232 ― 712 ―

20年3月期第2四半期 10,745 2.9 1,232 49.3 1,551 68.7 894 68.8

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 38.82 ―

20年3月期第2四半期 48.33 ―

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 17,808 4,281 24.0 234.41
20年3月期 13,380 3,819 28.5 205.85

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,274百万円 20年3月期  3,808百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
21年3月期 ― 9.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 17.00

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 21,678 4.5 1,251 17.0 1,359 10.4 776 74.9 42.56

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【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 
 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。 
 当社が取り扱う資格講座のうち主力の公認会計士・税理士については、本試験の合格発表がそれぞれ平成20年11月18日、同12月12日に予定されております。当社の
通期の業績予想に関しては、合格発表後の受講申込み状況を見た上で判断する必要があります。したがって、当連結会計年度の業績予想につきましては、平成20年５
月14日発表の数値を修正しておりません。 

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  18,504,000株 20年3月期  18,504,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  269,117株 20年3月期  217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  18,365,336株 20年3月期第2四半期  18,503,783株
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 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、様々な要因によって、これらの業績予想とは大きく異
なる結果となる可能性があります。  
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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 

（注）連結経営成績に関する定性的情報において、前年同四半期増減率または前年同四半期金額等は参考として記載

しております。 

(1) 当第２四半期の概況 

当社の行う資格取得支援事業は、受講申込者に全額受講料をお支払いいただき（現金ベースの売上）、当社はこ

れを一旦、前受金として貸借対照表・負債の部に計上しておきます。その後、教育サービス提供期間に対応して、

前受金が月ごとに売上に振り替えられます（発生ベースの売上）。損益計算書に計上される売上高は発生ベースの

売上高ですが、当社は経営管理上、現金ベースの売上高の増加を重視しております。 

当社グループの当第２四半期は、第１四半期に引き続き、公認会計士及び公務員講座が好調を持続しました。

2007年度公認会計士試験の大量合格を受けて公認会計士講座の現金ベース（前受金調整前）売上高が前年同期比

7.7％増となり、新規学習者が増加しております。税理士講座では現金ベース売上高がふるわず、同8.0％減となり

ました。公務員講座の現金ベース売上高は同18.9％増となり、増勢が続いております。全社での現金ベース売上高

は、113億９千２百万円（同２億６千４百万円、2.4％増）となりました。売上増を牽引した講座は教室講座が主体

であり、教室講座売上高は現金ベースで同2.7％増となりました。通信講座はWeb通信講座やダウンロード通信講座

が伸びておりますが、DVD通信講座の伸びが鈍化したことにより、同0.2％増となりました。 

一方、コストについてはやや増加傾向が出てまいりました。売上原価はほぼ横ばいとなりましたが、教室講座の

好調により講師料等の人件費が同6.4％増、業務委託費・コピー費増等が経費項目を同3.1％増と押し上げました。

これら当期製品製造原価は合計１億７千８百万円増加したものの、前連結会計年度に棚卸資産に対する評価減を適

用していたことに伴う期首棚卸高の縮小や当第２四半期末の棚卸資産評価に際して戻入益のほうが超過していたこ

と等の一時的要因により、売上原価の増加を吸収できました。販売費及び一般管理費は、人件費を中心に同２億３

千７百万円増加しました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は108億４千４百万円（前年同期比0.9％増）、連結営業利

益は11億６千４百万円（同5.6％減）となりました。また、営業外収益は前年中間期に計上された私募リートの償

還益の反動減がありましたが、投資有価証券運用益が１億４百万円計上されたこと、並びに営業外費用として前受

金保全信託制度導入に伴う借入金に関してアレンジメントフィー等が５千７百万円計上されたこと等により、連結

経常利益は12億３千２百万円（同20.5％減）となりました。また、連結四半期純利益は７億１千２百万円（同

20.3％減）となりました。 

  

当社グループの四半期毎の業績については次のような特徴をもっております。当社が扱う主な資格講座の本試験

は、第２四半期（７月～９月）及び第３四半期（10月～12月）に集中しております。特に公認会計士・税理士講座

等の主力講座においては、第２・第３四半期は試験が終了した直後で、翌年受験のために新たに申し込まれる時期

にあたり、第４四半期（１月～３月）及び第１四半期（４月～６月）は全コースが出揃う時期にあたります。そこ

で第２・第３四半期は、現金売上及び売掛金売上は多いものの受講期間に応じて前受金に振り替えられ、一方経費

は毎月一定額計上されますので売上総利益率は減少する傾向となります。これに対して第４・第１四半期はこれら

の前受金が各月に売上高に振り替えられる期になるため売上総利益率は増加する傾向となります。  

 当第２四半期連結累計期間の前受金戻入額は53億３千２百万円（前年同期比４千万円減、0.8％減）であり、前

受金繰入額は58億７千９百万円（同１億２千４百万円増、2.2％増）となりました。これは前期において売上が伸

び悩んでいたため前受金戻入額が前年同期よりも少なくなっていたところ、当期に入って公認会計士講座等で現金

ベースの売上が増加したため前受金繰入額が増加したことによります。  

当社グループの前四半期毎及び当四半期毎の業績推移は次のとおりであります。  
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（注）１．売上高欄の構成比は、年間売上高比率であります。  

   ２．売上高以外の欄の構成比は、それぞれ売上高利益率であります。  

  

(2) 近における四半期毎の事業の種類別セグメントの業績推移 

当第２四半期連結累計期間における当社グループの事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  

  

  

前第1四半期 

(平成19年4月～6月) 

前第2四半期 

(平成19年7月～9月) 

前第3四半期 

(平成19年10月～12月)

前第4四半期 

(平成20年1月～3月) 

合計 

（平成20年3月期） 

  構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

前受金調整

前売上高 
3,805  100.7 7,321   101.5 4,774 92.2 4,741 107.1 20,643   100.2

前受金調整額 1,973  113.7 △2,355   103.1 △14 3.9 495 56.6 98   －

前受金調整

後売上高 
5,778 27.9 104.8 4,966 23.9 100.8 4,759 23.0 99.0 5,236 25.2 98.8 20,741 100.0 100.9

売上総利益 2,667 46.2 102.8 1,957 39.4 107.8 1,777 37.3 109.6 1,610 30.7 75.7 8,012 38.6 98.2

営業利益 989 17.1 113.2 243 4.9 － △7 △0.2 6.8 △155 △3.0 － 1,069 5.2 91.2

経常利益 1,078 18.7 130.6 473 9.5 503.2 3 0.1 － △324 △6.2 － 1,230 5.9 92.3

当期（四半

期）純利益 
619 10.7 129.3 275 5.5 540.6 △27 △0.6 33.3 △423 △8.1 － 443 2.1 59.8

1株当たり当

期（四半

期）純利益 

円 

33.46 
   

円 

14.88 

円

△1.47

円

△22.88
 

円 

23.98 

  

  

  

当第1四半期 

(平成20年4月～6月) 

当第2四半期 

(平成20年7月～9月) 

第2四半期累計 

（平成20年4月～9月） 

  構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

前受金調整

前売上高 
4,235  111.3 7,156   97.7 11,392   102.4

前受金調整額 1,598   81.0 △2,145   91.1 △547   143.1

前受金調整

後売上高 
5,834 － 101.0 5,010 － 100.9 10,844 － 100.9

売上総利益 2,773 47.5 104.0 2,020 40.3 103.2 4,794 44.2 103.7

営業利益 973 16.7 98.4 191 3.8 78.5 1,164 10.7 94.4

経常利益 1,061 18.2 98.5 171 3.4 36.1 1,232 11.4 79.5

当期（四半

期）純利益 
600 10.3 97.0 112 2.2 40.9 712 6.6 79.7

1株当たり当

期（四半

期）純利益 

円 

32.50 
   

円 

6.16 

円

38.82

事業の種類別 

セグメントの名称  

前第2四半期 当第2四半期 

  構成比 前年同期比   構成比 前年同期比 

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

個人教育事業 7,626 70.9 99.4 7,700 71.0 101.0

法人研修事業 2,180 20.3 105.0 2,359 21.7 108.2

出版・その他の事業 946 8.8 133.7 794 7.3 84.0

合  計 10,752 100.0 102.9 10,854 100.0 100.9
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   個人教育事業            

公認会計士・公務員講座が好調持続  

 個人教育事業は、個人受講者が85,861人（前年同期比0.8％増）となりました。2007年度本試験の大量合格を受

けて、公認会計士講座は大学生を中心に受講者が増加しています。公務員講座も売上増加が続いており、好調であ

ります。一方、税理士講座は、８月の本試験以降の受講申込みが急速に鈍りました。他の社会人中心の講座、例え

ば中小企業診断士・米国公認会計士・ＣＩＡ（公認内部監査人）講座などは、前年同期比10％以上の伸びを示して

おります。結果として、個人教育事業の売上高は77億円（同1.0％増）となりました。 

  

  

（注）１．売上高欄の構成比は、年間売上高比率であります。  

   ２．営業費用及び営業利益の各欄における構成比は、各売上高比率であります。  

   ３．営業費用及び営業利益の各欄の数値は、配賦不能営業費用を含めず算出しております。  

  

   法人研修事業            

企業研修売上高11％増、営業利益伸び続く 

 法人研修事業は、急速な企業景気の悪化にも係わらず、企業研修売上高を前年同期比11.5％増やしました。なか

でも、金融・不動産分野が証券アナリスト・ビジネススクール研修を中心に同16.2％増、情報処理研修が同5.1％

増、CompTIA研修が同30.3％増と、主力講座の研修が好調であります。教材等のコンテンツ提供は同13.9％増、自

治体の委託訓練は同9.8％増、税務申告書ソフト「魔法陣」売上は同15.2％増と売上を増やしております。これに

対し、前連結会計年度に広島校が直営校化された提携校の売上は同12.9％減、大学内セミナーは同2.4％減となり

ました。結果として、法人研修事業の売上高は23億５千９百万円（同8.2％増）となりました。  

  

（注）１．売上高欄の構成比は、年間売上高比率であります。  

   ２．営業費用及び営業利益の各欄における構成比は、各売上高比率であります。  

  

  

前第1四半期 

（平成19年4～6月） 

前第2四半期 

（平成19年7～9月） 

前第3四半期 

（平成19年10～12月）

前第4四半期 

（平成20年1～3月） 

合計 

（平成20年3月期） 

  構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売 上 高 4,260 29.6 100.2 3,365 23.4 98.5 3,145 21.9 99.2 3,600 25.1 97.0 14,372 100.0 98.8

営業費用 3,329 78.1 93.3 3,416 101.5 100.6 3,288 104.5 96.9 3,447 95.7 106.8 13,481 93.8 99.2

営業利益 931 21.9 136.2 △50 △1.5 － △143 △4.5 65.0 153 4.3 31.7 890 6.2 91.9

  

  

当第1四半期 

（平成20年4～6月） 

当第2四半期 

（平成20年7～9月） 

第2四半期累計 

（平成20年4月～9月）

  構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売 上 高 4,280 － 100.5 3,420 － 101.6 7,700 － 101.0

営業費用 3,459 80.8 103.9 3,435 100.4 100.6 6,895 89.5 102.2

営業利益 820 19.2 88.1 △15 △0.4 29.9 805 10.5 91.5

  

  

前第1四半期 

（平成19年4～6月） 

前第2四半期 

（平成19年7～9月） 

前第3四半期 

（平成19年10～12月）

前第4四半期 

（平成20年1～3月） 

合計 

（平成20年3月期） 

  構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売 上 高 1,091 27.1 106.2 1,088 27.1 103.8 986 24.6 102.3 852 21.2 104.2 4,019 100.0 104.2

営業費用 742 68.1 108.7 687 63.2 83.5 690 70.0 99.8 675 79.3 107.6 2,796 69.6 98.9

営業利益 348 31.9 101.2 401 36.8 178.1 296 30.0 108.9 176 20.7 93.1 1,222 30.4 118.5

  

  

当第1四半期 

（平成20年4～6月） 

当第2四半期 

（平成20年7～9月） 

第2四半期累計 

（平成20年4月～9月）

  構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売 上 高 1,202 － 110.2 1,157 － 106.3 2,359 － 108.2

営業費用 829 69.0 111.7 723 62.5 105.2 1,553 65.8 108.6

営業利益 372 31.0 107.0 433 37.5 108.1 806 34.2 107.6
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   ３．営業費用及び営業利益の各欄の数値は、配賦不能営業費用を含めず算出しております。  

  

   出版・その他の事業        

出版事業は1Qの返品の影響で減収、人材子会社ＴＰＢは紹介・派遣とも減収 

 出版事業は前連結会計年度に出荷が伸びた影響から第１四半期に返品がかさみ、この影響で第２四半期累計では

売上高が前年同期比20.4％減となりました。しかし、返品調整引当金戻入益が上回ったため、利益を押し上げる結

果となりました。人材事業については、人材紹介の低迷が続いたことに加え、第１四半期までは伸びていた人材派

遣が減収に転じ、売上高は同9.5％減となりました。これらの結果、出版・その他の事業の売上高は７億９千４百

万円（同16.0％減）となりました。  

   

  

（注）１．売上高欄の構成比は、年間売上高比率であります。  

   ２．営業費用及び営業利益の各欄における構成比は、各売上高比率であります。  

   ３．営業費用及び営業利益の各欄の数値は、配賦不能営業費用を含めず算出しております。  

  

(3) 近における四半期毎の事業分野別の売上高概況 

当社グループの各事業分野の業績及び概況は、次のとおりであります。 

  

  

  

  

  

前第1四半期 

（平成19年4～6月） 

前第2四半期 

（平成19年7～9月） 

前第3四半期 

（平成19年10～12月）

前第4四半期 

（平成20年1～3月） 

合計 

（平成20年3月期） 

  構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売 上 高 430 18.2 183.2 516 21.8 109.2 634 26.8 94.0 787 33.2 101.1 2,368 100.0 109.6

営業費用 434 100.9 460.0 342 66.4 71.9 492 77.7 80.6 966 122.6 144.1 2,235 94.4 120.7

営業利益 △3 △0.9 － 173 33.6 － 141 22.3 224.3 △178 △22.6 － 132 5.6 43.0

  

  

当第1四半期 

（平成20年4～6月） 

当第2四半期 

（平成20年7～9月） 

第2四半期累計 

（平成20年4月～9月）

  構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売 上 高 354 － 82.4 440 － 85.3 794 － 84.0

営業費用 287 81.1 66.3 377 85.9 110.3 665 83.8 85.7

営業利益 66 18.9 － 62 14.1 35.8 129 16.2 76.0

事業 

分野 

前第1四半期 

（平成19年4～6月） 

前第2四半期 

（平成19年7～9月） 

前第3四半期 

（平成19年10～12月）

前第4四半期 

（平成20年1～3月） 

合計 

（平成20年3月期） 

  年間比 前年比   年間比 前年比   年間比 前年比   年間比 前年比   構成比 前年比

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

財務・会計
分野 1,857 28.4 107.1 1,523 23.3 100.7 1,540 23.5 92.9 1,620 24.8 87.8 6,542 31.5 96.9

経営・税務
分野 1,643 30.1 101.4 1,150 21.1 95.7 1,166 21.4 99.6 1,502 27.5 97.5 5,463 26.3 98.7

金融・不動
産分野 698 26.7 101.4 727 27.9 96.4 647 24.8 92.4 538 20.6 96.7 2,611 12.6 96.7

法律・労務
分野 777 27.2 97.2 681 23.9 106.4 632 22.2 109.5 762 26.7 112.4 2,853 13.8 105.8

情報・国際
分野 414 24.5 115.1 466 27.6 105.7 357 21.1 112.3 452 26.8 129.2 1,689 8.2 115.0

その他 388 24.5 124.7 417 26.4 110.5 414 26.2 109.5 361 22.8 109.1 1,581 7.6 113.1

合 計 5,778 27.9 104.8 4,966 23.9 100.8 4,759 23.0 99.0 5,236 25.2 98.8 20,741 100.0 100.9
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（注）１．各四半期の年間比は各分野の年間売上高比率であります。  

   ２．期末の構成比は年間売上高比率であります。当期の構成比は、各四半期末の売上高比率であります。  

  

  ① 財務・会計分野            

 2007年の公認会計士試験は、出願者18,220名（旧第２次試験合格者を除く）、合格者2,695名（合格率14.8％）

と大量合格となりました。この影響で2008年も受験者増が続いており、出願者は19,736名（同）と前年比1,516名

増加し、短答式試験合格者数は3,515名（前年比806名、29.8％増）、合格率21.7％（前年18.5％）となりました。

2008年も公認会計士業界ではやや人手不足が続いているとみられ、2008年11月18日に予定されている合格発表後に

おける監査法人の合格者採用も堅調に推移するものと予想されます。 

 当社の公認会計士講座は、第１四半期は短期合格向けコースを中心に大学生の初学者が増加し、この傾向は第２

四半期に入っても継続しております。こうしたことから、現金ベース（前受金調整前）の累計売上高は前年同期比

7.7％増と好調をキープしました。しかし、前年度からの前受金の積み上げが減少していたことから、発生ベース

（前受金調整後）の累計売上高は同2.9％減となりました。計画比では、前年よりも上積みした予算をさらに2.0％

ほど上回って推移しております。増加する大学生の受験ニーズを取り込むため、2008年７月に日吉校を増床したほ

か、同11月に早稲田校を新規開校する計画であります。 

 簿記検定講座はやや伸び悩み、個人及び企業研修は５％程度ずつの減収、出版部門での返品により、累計売上高

は同7.4％減となりました。以上の結果、当分野の売上高は同4.3％減となりました。  

  ② 経営・税務分野            

 税理士講座は第１四半期までは好調だったものの、第２四半期に入り本試験後の受講申込みがふるわず、現金ベ

ースの売上高は前年同期比8.0％減となりました。中小企業診断士講座は、第１四半期の好調さが持続しており、

現金ベースの売上高は同11.5％増となりました。以上の結果、当分野の売上高は同1.5％減となりました。 

  ③ 金融・不動産分野           

 不動産鑑定士講座は、本試験受験者数が減少している影響を受け低迷しており、売上高は前年同期比5.2％減と

なりました。宅建主任者講座は、不動産業界の業況悪化は著しいものの、2008年本試験前の第２四半期までは好調

を持続し、売上高は同4.9％増となりました。 

 ＦＰ講座は、個人向け売上がふるわず講座全体では同7.6％減となりました。証券アナリスト講座の売上高は同

35.6％増と好調を続けています。法人研修主体のビジネススクール講座は前年度から引き続き好調であり、売上高

は同45.2％増となりました。以上の結果、当分野の売上高は同7.1％増となりました。 

  ④ 法律・労務分野           

 公務員講座は、前年度から増加傾向が続いており、企業の新卒採用の鈍化傾向が見込まれるなか、今後も堅調に

推移するものと考えられます。現金ベースの累計売上高は前年同期比18.9％増となりました。社会保険労務士講座

は、2007年10月に行われた教育訓練給付制度の改訂に伴い若干の駆け込み需要が生じましたがそれほど大きなもの

ではなく、当第２四半期累計売上高は同0.4％減にとどまりました。行政書士講座はふるわず、同9.0％減となりま

した。新規開講の通関士講座及び知的財産管理技能検定講座は、徐々に売上を伸ばしております。以上の結果、当

分野の売上高は同2.3％増となりました。 

  ⑤ 情報・国際分野           

 情報処理技術者試験は、試験制度改正前のため個人受講者の申込控え傾向がみえましたが、企業研修が堅調に推

移した結果、売上高は前年同期比3.8％増となりました。米国ＩＴ資格であるCompTIA講座も法人研修が牽引し、同

41.4％増と大幅に売上を伸ばしております。 

 米国公認会計士講座は、米国メイン州での受験要件緩和により４年制大学卒業の学位のみで受験できるようにな

ったため、受講申込みが好調を続けており、現金ベース売上高は同17.1％増と大きく伸びております。また、2007

年９月に開講後１年を迎えたＣＩＡ（公認内部監査人）講座は、認知度も浸透しつつあり、企業の内部統制・内部

事業 

分野 

当第1四半期 

（平成20年4～6月） 

当前第2四半期 

（平成20年7～9月） 

第2四半期累計 

（平成20年4月～9月）

  構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

財務・会計
分野 1,776 30.4 95.6 1,458 29.1 95.7 3,234 29.8 95.7

経営・税務
分野 1,639 28.1 99.8 1,112 22.2 96.7 2,751 25.4 98.5

金融・不動
産分野 741 12.7 106.2 785 15.7 108.0 1,527 14.1 107.1

法律・労務
分野 796 13.7 102.5 695 13.9 102.1 1,491 13.8 102.3

情報・国際
分野 478 8.2 115.5 544 10.8 116.6 1,022 9.4 116.1

その他 401 6.9 103.5 415 8.3 99.6 817 7.5 101.5

合 計 5,834 100.0 101.0 5,010 100.0 100.9 10,844 100.0 100.9
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監査担当者を中心に順調に売上を伸ばしております。以上の結果、当分野の売上高は同16.1％増となりました。 

  ⑥ その他               

 100％子会社の(株）ＴＡＣプロフェッションバンク（ＴＰＢ）が行う人材ビジネスについては、公認会計士短答

式合格者または受験経験者が枯渇している状況のため、人材紹介部門は売上を上積みできない状況が続いておりま

す。また、第１四半期までは堅調であった人材派遣部門についてもやや伸び悩みが生じ、ＴＰＢ全体としては売上

高（連結修正前）は前年同期比9.5％減となりました。税務申告書ソフト「魔法陣」の売上は依然好調であり、同

15.2％増となりました。新規開講の介護福祉士講座は、告知先を工夫するなど集客に努めております。以上の結

果、当分野の売上高は同1.5％増となりました。 

  

(4) 拠点数と収容能力 

 当社グループの個人教育事業及び法人研修事業に関する通学講座の開講地区は、平成20年９月末現在19拠点で展

開しております。公認会計士試験の大量合格を受けて公認会計士受験者が増加しており、有力大学で受講者獲得競

争が激化しているため、平成20年11月に早稲田大学至近に早稲田校を開校する予定であります。この結果、当第２

四半期連結累計期間末の収容能力は合計16,155坪（前年同期比1.2％増）となりました。  

  

   （注）１．水道橋地区は、水道橋校及び本部の合計であります。 

     ２．早稲田校は2008年11月開校予定であります。  

  

(5) 受講者数の推移 

 当第２四半期連結累計期間においては、公認会計士講座及び公務員講座が好調であり、受講者数はそれぞれ前年

同期比108.9％、125.9％となりました。一方、税理士講座は受講申込みが増えず同94.3％にとどまりました。これ

らの結果、個人受講者は85,861人（同714人増、100.8％）となりました。また、法人受講者は、通信受講型研修及

び広島校が直営校化された提携校において受講者が減少しましたが、大学内セミナーで同117.8％と大きく増加

し、32,689人（同794人増、102.5％）となりました。全体としては、118,550人（同1,508人増、101.3％）となり

ました。  

  

  

 前第2四半期累計期間末 当第2四半期累計期間末  

面積(坪)  教室数 
収容 

座席数 

ビデオ 

座席数 
面積(坪) 教室数 

収容 

座席数 

ビデオ 

座席数 

札幌校   347    9  640  39  347    9  640  39 

仙台校   327    9  584  36  327    9  582  36 

水道橋 

地区(注)  
 2,926    25  2,736  88  2,822  減床  25  2,736  88 

渋谷校   1,700    32  3,151  115  1,700    32  3,135  115 

新宿校   1,468    24  2,938  99  1,468    24  2,895  99 

早稲田校  －    －  － －   128  新設 3  111  24 

池袋校   1,257    25  2,816  107  1,257    25  2,811  107 

八重洲校   1,049    19  1,817  123  1,049    19  1,839  123 

町田校   390 一部返却   10  675  46  390    10  675  46 

横浜校   1,017    22  2,050  100  1,017    22  2,049  100 

立川校   311 新設   12  542  31  311    12  541  31 

日吉校   82 新設   2  53  35  119  増床  2  113  35 

大宮校   451 一部返却  13  800  53  451    13  803  53 

名古屋校   851 一部返却  20  1,788  89  851    20  1,787  89 

京都校   693    17  1,359  68  693    17  1,380  68 

梅田校   1,293    22  2,285  91  1,293    22  2,259  91 

なんば校   586    15  1,004  65  586    15  1,011  65 

神戸校   569    16  1,280  42  576    16  1,260  42 

広島校   229 直営化   8  246  43  229    8  245  43 

福岡校   404    11  649  39  404    11  655  39 

合 計   15,958    311  27,443  1,309  16,028    314  27,527 1,333 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態 

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、前年同期に比べ純資産が１億４千４百万円減少し、総資産が16億３

千７百万円増加しております。増加した主なものは、前受金保全信託制度の開始に伴い受講料保全信託受益権が33

億４千２百万円及び短期借入金（１年以内返済予定長期借入金を含む）が４億３千１百万円、長期借入金が15億円

増加しております。また、繰延税金資産が流動・固定あわせて２億８千９百万円増加しております。減少した主な

ものは、現金及び預金が９億７千５百万円、売掛金が２億３千２百万円、製品が１億８千万円、投資有価証券が１

億５千４百万円等であります。株主資本については、自己株式の取得約１億円及び平成20年３月期期末配当の増配

などの株主還元策の結果、１億３千３百万円減少しております。 

   

  

  
個人受講者数 法人受講者数 合計 

前連結会計年度比

増減 
年間伸び率 

  人 人 人 人 ％

平成11年3月期 66,661 17,932 84,593 ＋25,203 142.4 

平成12年3月期 83,066 21,528 104,594 ＋20,001 123.6 

平成13年3月期 93,651 28,747 122,398 ＋17,804 117.0 

平成14年3月期 105,217 36,542 141,759 ＋19,361 115.8 

平成15年3月期 114,244 33,433 147,677 ＋ 5,918 104.2 

平成16年3月期 123,909 39,550 163,459 ＋15,782 110.7 

平成17年3月期 120,962 42,507 163,469 ＋  10 100.0 

平成18年3月期 135,205 45,598 180,803 ＋17,334 110.6 

平成19年3月期 132,755 47,780 180,535 △268 99.9 

平成20年3月期 131,513 50,879 182,392 ＋ 1,857 101.0 

10年間累計 1,107,183 364,496 1,471,679 － － 

（個人法人比率） （75.2％） （24.8％） （100.0％） － － 

当第２四半期 

（平成20年４月～９月） 

[前年同期比] 

85,861 

[100.8％] 

32,689 

[102.5％] 

118,550 

[101.3％] 
＋1,508 101.3％ 

前第２四半期 

（平成19年４月～９月） 

[前年同期比] 

85,147 

[99.5％] 

31,895 

[111.9％] 

117,042 

[102.6％] 
+ 2,978 102.6％ 

  前第1四半期  

（平成19年6月末）  

前第2四半期  

（平成19年9月末）  

前第3四半期  

（平成19年12月末）  

前第4四半期  

（平成20年3月末）  

    構成比  前年比    構成比 前年比   構成比 前年比   構成比 前年比 

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 

総資産 13,778 100.0 102.7 16,171 100.0 102.1 14,287 100.0 94.7 13,380 100.0 97.5

前受金 5,242 38.1 96.4 7,713 47.7 98.4 7,714 54.0 93.8 7,190 53.7 98.6

純資産  4,150 30.1 119.0 4,426 27.4 125.1 4,247 29.7 126.2 3,819 28.5 104.4

１株当た

り純資産  

円 

224.32 
   

円 

239.20 

円 

229.56

円 

205.85 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

営業活動におけるキャッシュ・フローは、前年同期比32億１千８百万円減少し32億２千４百万円の支出となりま

した。これは主に、前受金の増加が同１億７千３百万円、受講料保全信託受益権の増加が33億４千２百万円、売

上債権の減少が同１億６千７百万円、仕入債務の増加が同１億１千７百万円及び税金等調整前当期純利益の減少

が同２億８千８百万円等によるものであります。 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、同３億４千５百万円の収入増加により、１億３千万円の収入となり

ました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が同１億９千９百万円減少、投資有価証券の売却による収

入が同３億４千９百万円減少、定期預金の預け入れによる支出が同２億円減少及び有価証券の売却による収入が

同２億円増加等によるものであります。 

 財務活動におけるキャッシュ・フローは、同18億７千９百万円増加し32億２千２百万円の収入となりました。

これは主に、長期借入による収入が同20億円増加、自己株式の取得による支出が同１億円増加等によるものであ

ります。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の増減額は同９億９千３百万円減少し、現金及び現金同等物期末残高は同

８億３千５百万円減少の21億１千８百万円となりました。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当連結会計年度の業績予想につきましては、平成20年５月14日発表の予想を修正しておりません。足元の状況とし

ては、公認会計士・公務員講座等が好調である一方、税理士講座が不調であり、公認会計士については平成20年11月

18日、税理士については同12月12日にそれぞれ予定されている合格発表後の受講申込み動向を見極める必要がありま

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 

該当事項はありません。  

  

(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 

 ・会計処理基準に関する事項の変更 

ア．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。 

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）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）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引にかかる会計処理によっております。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響はありません。 

  

  当第1四半期 

（平成20年6月末） 

当第2四半期 

（平成20年9月末） 

    構成比 前年比   構成比 前年比 

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

総資産 14,059 100.0 102.0 17,808 100.0 110.1

前受金 5,526 39.3 105.4 7,782 43.7 100.9

純資産 4,231 30.1 102.0 4,281 24.0 96.7

１株当た

り純資産 

円 

229.75 
   

円 

234.41 
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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：百万円）

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 1,987 1,859

受取手形及び売掛金 2,995 1,902

有価証券 160 360

商品 19 18

製品 201 249

仕掛品 4 0

貯蔵品 289 268

前払費用 399 377

受講料保全信託受益権 3,342 －

その他 297 354

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 9,697 5,390

固定資産   

有形固定資産 652 612

無形固定資産   

その他 275 247

無形固定資産合計 275 247

投資その他の資産   

投資有価証券 1,720 1,656

繰延税金資産 202 202

長期預金 500 500

保険積立金 935 937

差入保証金 3,801 3,788

その他 65 65

貸倒引当金 △42 △19

投資その他の資産合計 7,182 7,130

固定資産合計 8,111 7,990

資産合計 17,808 13,380
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（単位：百万円）

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 368 439

短期借入金 1,580 －

1年内返済予定の長期借入金 400 9

未払金 437 373

未払費用 442 496

未払法人税等 396 284

前受金 7,782 7,190

賞与引当金 60 60

返品調整引当金 178 322

返品廃棄損失引当金 84 128

その他 156 116

流動負債合計 11,887 9,421

固定負債   

長期借入金 1,500 －

役員退職慰労未払金 139 139

その他 0 －

固定負債合計 1,640 139

負債合計 13,527 9,561

純資産の部   

株主資本   

資本金 940 940

資本剰余金 790 790

利益剰余金 2,662 2,097

自己株式 △100 △0

株主資本合計 4,293 3,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18 △19

評価・換算差額等合計 △18 △19

少数株主持分 6 10

純資産合計 4,281 3,819

負債純資産合計 17,808 13,380
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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：百万円）

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 10,844

売上原価 6,194

売上総利益 4,650

返品調整引当金戻入額 322

返品調整引当金繰入額 178

差引売上総利益 4,794

販売費及び一般管理費 3,630

営業利益 1,164

営業外収益  

投資有価証券運用益 104

その他 31

営業外収益合計 136

営業外費用  

支払利息 10

その他 57

営業外費用合計 67

経常利益 1,232

特別利益  

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産売却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 1,232

法人税、住民税及び事業税 463

法人税等調整額 59

法人税等合計 523

少数株主損失（△） △3

四半期純利益 712
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,232

減価償却費 123

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22

賞与引当金の増減額（△は減少） △0

返品調整引当金の増減額（△は減少） △143

返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） △44

受取利息及び受取配当金 △26

支払利息 10

投資有価証券運用損益（△は益） △104

売上債権の増減額（△は増加） △1,092

たな卸資産の増減額（△は増加） 21

仕入債務の増減額（△は減少） △70

前受金の増減額（△は減少） 591

受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） △3,342

その他 △109

小計 △2,932

利息及び配当金の受取額 71

利息の支払額 △9

法人税等の支払額 △353

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,224

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 200

有形固定資産の取得による支出 △32

無形固定資産の取得による支出 △26

差入保証金の差入による支出 △13

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 130

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,580

長期借入れによる収入 2,000

長期借入金の返済による支出 △109

自己株式の取得による支出 △100

配当金の支払額 △147

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,222

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 127

現金及び現金同等物の期首残高 1,990

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,118
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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  

〔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）  

(注) １．事業区分は、販売対象市場の類似性、製品の種類から判断して、個人教育事業、法人研修事業、出版・その他

の事業に区分しております。 

２．各事業の内容 

（1）個人教育事業    ……社会人・大学生等の個人を対象とした各種資格講座 

（2）法人研修事業    ……一般企業・会計事務所・大学・専門学校を対象とした資格研修・実務研修及び

税務申告ソフトの販売 

（3）出版・その他の事業 ……個人教育事業、法人研修事業で培ったノウハウを出版物という形で全国各書

店・大学生協で販売及び各拠点窓口での仕入書籍等の販売、人材紹介・派遣事

業 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理

部門にかかる費用であり、当第２四半期連結累計期間は578,007千円であります。 

  

  
個人教育 
事業 

（百万円） 

法人研修
事業 

（百万円） 

出版・その他
の事業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益              

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  7,699  2,359  785  10,844  －  10,844

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1  －  8  9 (9)  －

計  7,700  2,359  794  10,854 (9)  10,844

営業利益  805  806  129  1,740 (576)  1,164

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間において、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がない

ため、該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕  

当第２四半期連結累計期間において、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（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        10,745  100.0

Ⅱ 売上原価        6,198  57.7

売上総利益        4,546  42.3

返品調整引当金戻入額        304  2.8

返品調整引当金繰入額        226  2.1

 差引売上総利益        4,625  43.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        3,392  31.5

営業利益        1,232  11.5

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  12            

２．受取配当金  288            

３．投資有価証券運用益  19            

４．その他  4  325  3.0

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  6            

２．その他  0  6  0.1

経常利益        1,551  14.4

Ⅵ 特別損失                  

１．固定資産売却除却損  18            

２．原状回復費  11  30  0.3

税金等調整前中間純利益        1,520  14.2

法人税、住民税及び事業
税  586            

法人税等調整額  40  626  5.9

中間純利益        894  8.3
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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（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

１ 税金等調整前中間純利益  1,520

 ２ 減価償却費  141

３ 貸倒引当金の増減（△は
減少）額  0

４ 賞与引当金の増減（△は
減少）額  

△7

５ 返品調整引当金の増減
（△は減少）額 

△78

６ 受取利息及び受取配当金 △301

７ 投資有価証券運用損益
（△は運用益） 

△19

８ 支払利息  6

９ 固定資産売却除却損  18

10 売上債権の増加額 △1,259

11 たな卸資産の増減（△は
増加）額  128

12 仕入債務の増減（△は減
少）額 

△188

13 前受金の増加額  418

14 その他 △138

小計  242

15 利息及び配当金の受取額  345

16 利息の支払額 △2

17 法人税等の支払額 △591

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△5

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

１ 定期預金の純増減（△は
増加）額 

△200

２ 有形固定資産の取得によ
る支出  

△78

３ 無形固定資産の取得によ
る支出  

△62

４ 投資有価証券の取得によ
る支出  

△200

５ 投資有価証券の売却等に
よる収入  350

６ 差入保証金の差入による
支出  

△38

７ 差入保証金の返還による
収入   9

８ 貸付金の回収による収
入   2

９ 保険積立金の積立による
支出 

△1

10 保険積立金の返還による
収入   3

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△215
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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（百万円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

１ 短期借入金の純増減（△
は減少）額   1,505

２ 長期借入金の返済による
支出  

△33

３ 配当金の支払額  △128

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,342

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  1,121

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,831

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 2,953
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（３）セグメント情報 

〔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） 

 （注）１．事業区分は販売対象市場の類似性、製品の種類から判断して、個人教育事業、法人研修事業、出版・その他

の事業に区分しております。 

２．各事業の内容 

(1) 個人教育事業・・・社会人・大学生等の個人を対象とした各種資格講座 

(2) 法人研修事業・・・一般企業・会計事務所・大学・専門学校を対象とした資格研修・実務研修及び税務申

告ソフトの販売 

(3) 出版・その他の事業・・・個人教育事業、法人研修事業で培ったノウハウを出版物という形で全国各書

店・大学生協で販売及び各拠点窓口での仕入書籍等の販売、人材紹介・派遣事業 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用であります。 

  

  
個人教育 
事業 

（百万円） 

法人研修
事業 

（百万円） 

出版・その他
の事業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  7,625  2,180  939  10,745        10,745

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 0        6  7 (7)      

計  7,626  2,180  946  10,752 (7)  10,745

営業費用  6,745  1,430  776  8,952 559  9,512

営業利益  880  749  169  1,800 (567)  1,232

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間において、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がないため、

該当事項はありません。  

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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