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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 2,103 ― △40 ― △81 ― △69 ―

20年3月期第2四半期 2,140 0.3 △23 ― △35 ― △68 ―

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 △17.55 ―

20年3月期第2四半期 △17.39 ―

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 4,778 2,906 60.8 735.64
20年3月期 4,983 3,023 60.7 765.23

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,906百万円 20年3月期  3,023百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 12.50 12.50
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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 4,600 0.3 70 2.1 50 337.1 25 ― 6.40

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  4,081,240株 20年3月期  4,081,240株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  130,400株 20年3月期  130,100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  3,950,923株 20年3月期第2四半期  3,952,190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．上記に記載した予想数値は、現時点において合理的と判断するデータに基づき作成しており、様々の不確定要素が内在しているため、実際の業績は予想数値と異なる可能性
があります。なお、上記予想に関する事項につきましては、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
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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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国の個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題が
長期化し、米国経済の先行きが一層不透明となったことにより、世界的に株価が急落する等金融市場は混
乱し、原油を初めとする原材料価格の高騰、円高の進行の影響を受け、企業収益の悪化が鮮明となるとと
もに個人消費も落ち込み、景気は後退局面に入り、予断を許さない情勢となりつつあります。 
学習塾業界におきましても、進行を続ける少子化傾向の下、厳しい経済情勢の影響もあり、家庭におけ

る教育支出も減少しており（総務省 家計調査報告－平成20年8月速報－より）、厳しい経営環境が続い
ております。 
このような環境におきまして、当社は経営の核となる次の5項目を重点に推進してまいりました。 

 ・教職員の教務力の強化 
 ・進学指導及び個別指導部門の推進 
 ・専門講座の推進 
 ・イベント事業の推進 
 ・マルチメディア環境の充実 
教務力の強化としましては、社内研修に外部の研修も加えながら、部門別、職位職務別、教科別の研修

も行い、事業推進しております新感覚ライブ授業型現役予備校「Z-UP（ゼットアップ）講座」の研修には
特に注力し、職員の更なるレベルアップを図りました。 
進学指導及び個別指導部門の推進としましては、従来どおり、地区ごとに説明会、学力診断テストを行

い、生徒一人ひとりの学力を総合的に判断した上で、受講講座の提案・勧誘を行いました。中でも、「Z-
UP（ゼットアップ）講座」の受講勧誘には特に注力致しました。 
専門講座の推進をしましては、低学年向けハンズオン教育「Kicks（キックス）」、HQ育成カリキュラ

ム「学びの根っこ」を初め、「りらくっちWEB（新速読講座）」「ジュニア思考の算数」「理科実験」等
多様な才能開発講座を開講し、教科を楽しく理解できるように考案された内容で、楽しく学んでいただけ
ることをアピールし、低学年からの勧誘を推進してまいりました。 
イベント事業の推進としましては、恒例の夏期学習合宿、体験旅行、イングリッシュキャンプ等を実施

致しました。 
また、引き続き、株式会社昴との共催で、小学生を対象としました「全九州学力テスト」、中学生を対象
とした「全九州模試」を、九州最大規模で実施致しました。 
マルチメディア環境の充実としましては、ホームページでの会員向け情報の更なる充実とともに、各種

お問い合わせについての専用ダイヤルを開設し、講座申込、問い合わせ等会員の利便性向上を図りまし
た。 
以上の結果、当第２四半期累計期間の期中平均生徒数は11,729名となり、売上高は2,103百万円(前年同

期比1.7％減)、営業損失40百万円、経常損失81百万円、四半期純損失69百万円となりました。 

  

当第２四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ204百万円減少し4,778百万円となりました。 
流動資産は、現金及び預金や教材の減少により、前事業年度末に比べ81百万円減少し825百万円となり

ました。 
固定資産は、減価償却による有形固定資産の減少や投資有価証券の減少などにより、前事業年度末に比

べ122百万円減少し3,952百万円となりました。 
流動負債は、短期運転資金を賄うための短期借入金の増加、営業債務、未払金などの減少などにより、

前事業年度末に比べ7百万円増加し1,510百万円となりました。 
固定負債は、長期借入金の減少などにより、前事業年度末に比べ94百万円減少し361百万円となりまし

た。 
純資産は、四半期純損失による利益剰余金の減少などにより、前事業年度末に比べ117百万円減少し

2,906百万円となりました。 

  

当第２四半期末における現金及び現金同等物は、税引前四半期純損失等により営業活動で38百万円減
少、有形固定資産の取得による支出等により投資活動で58百万円減少、短期借入金の借入による収入や長
期貸付金の返済による支出等により財務活動で52百万円増加した結果、前事業年度末に比べ44百万円減少
し165百万円となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

（キャッシュ・フローの状況）
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平成21年３月期の業績予想につきましては、少子化傾向や競合他社との競争は継続し、厳しい環境は続
くものと予想され、現時点では経済の先行き不透明感もあり、平成20年５月16日に発表した業績予想の数
値に変更はありません。 

  

減価償却費について、固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積もりを考慮した予算を策定し
ているため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分し算定しております。 

  

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。 

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日
企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切
下げの方法)に変更しております。これによる損益に与える影響はありません。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用

②棚卸資産の評価に関する会計基準等の適用
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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 631,904 670,424 

売掛金 10,002 25,669 

有価証券 5,030 11,047 

教材 33,230 66,215 

その他 146,825 136,851 

貸倒引当金 △1,063 △2,278 

流動資産合計 825,929 907,929 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 1,343,643 1,388,017 

土地 1,354,163 1,354,163 

その他（純額） 112,221 126,557 

有形固定資産合計 2,810,028 2,868,737 

無形固定資産 20,758 20,723 

投資その他の資産 

投資有価証券 311,326 367,597 

敷金及び保証金 487,361 491,313 

その他 326,339 329,880 

貸倒引当金 △3,030 △3,034 

投資その他の資産合計 1,121,997 1,185,756 

固定資産合計 3,952,784 4,075,217 

資産合計 4,778,714 4,983,146 

負債の部 

流動負債 

買掛金 13,106 33,334 

短期借入金 1,210,956 1,015,432 

未払法人税等 15,364 21,923 

その他 271,041 432,357 

流動負債合計 1,510,467 1,503,047 

固定負債 

長期借入金 157,380 250,620 

長期未払金 200,564 200,564 

その他 3,902 5,370 

固定負債合計 361,846 456,554 

負債合計 1,872,313 1,959,602 

㈱全教研（9617）平成21年３月期第２四半期決算短信（非連結）

―　4　―



（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 789,420 789,420 

資本剰余金 1,192,519 1,192,519 

利益剰余金 1,001,643 1,120,379 

自己株式 △45,053 △44,966 

株主資本合計 2,938,530 3,057,352 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △32,130 △33,808 

評価・換算差額等合計 △32,130 △33,808 

純資産合計 2,906,400 3,023,543 

負債純資産合計 4,778,714 4,983,146 
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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 2,103,411 

売上原価 1,746,547 

売上総利益 356,864 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 122,843 

役員報酬 35,204 

給料及び手当 46,108 

租税公課 23,719 

賃借料 32,755 

その他 136,375 

販売費及び一般管理費合計 397,009 

営業損失（△） △40,144 

営業外収益 

受取利息 2,309 

受取配当金 2,821 

その他 10,072 

営業外収益合計 15,204 

営業外費用 

支払利息 10,048 

投資有価証券評価損 41,994 

その他 4,710 

営業外費用合計 56,753 

経常損失（△） △81,692 

税引前四半期純損失（△） △81,692 

法人税、住民税及び事業税 3,558 

法人税等調整額 △15,905 

法人税等合計 △12,346 

四半期純損失（△） △69,346 
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

株式会社ケーエヌ（以下「公開買付者」という。）による当社株式に対する公開買付けについて 

当社は、平成20年10月15日開催の取締役会において、公開買付者による当社株式の取得を目的とし

た公開買付けの実施について、賛同の意を表明することを決議し、平成20年10月16日付けをもって金

融商品取引法第27条の10に基づく意見表明報告書を提出いたしました。 

 
  

当社は、平成20年10月15日開催の取締役会において、公開買付者による当社株式の取得を目的と

した公開買付け（以下、「本公開買付け」という。）の実施について、本公開買付けに始まる当社

を非公開化させるための一連の取引（以下、「本取引」という。）が、当社の経営基盤を強化し、

今後の中長期的な企業価値の向上に資するものであるとともに、本公開買付けの諸条件は妥当であ

り、当社の株主の皆様に対して合理的な価格により当社株式の売却機会をご提供するものであると

判断し、中垣一明、中垣一史及び平塚雄一以外の取締役全員の賛成により本公開買付けに賛同する

ことを決議いたしました。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) その他

(重要な後発事象)

Ⅰ．公開買付者の概要

(1) 商号 株式会社ケーエヌ

(2) 事業内容
① 経営コンサルティング業
② 有価証券の運用及び売買
③ 前各号に付帯関連する一切の業務

(3) 設立年月日 平成20年９月24日

(4) 本店所在地 福岡県福岡市中央区赤坂一丁目15番９号

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役 中垣 一明

(6) 資本金 100万円

(7) 大株主及び持株比率
中垣 一明  50.00％ 
中垣 一史  50.00％ 

(8) 買付者と当社の関係等

資本関係 該当事項はありません。

人的関係
当社の代表取締役社長である中垣一明が公開買付者の代
表取締役を兼任しております。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者へ 
の該当状況 

当社の子会社に該当いたします（当社役員中垣一明及び
中垣一史がそれぞれ議決権の50％を直接所有しておりま
す）。

Ⅱ．当該公開買付けに関する意見の内容
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本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を設定しておりませんが、本公開買付け後、公開買

付者と創業家一族の所有する株式と併せて、当社の発行済株式総数（自己株式を除く。）の３分の

２を超える株式を取得することとなった場合で、公開買付者と創業家一族の所有する株式と併せ

て、当社の自己株式を除いた全株式を取得できなかった場合には、公開買付者は、本公開買付け後

本取引の一環として、公開買付者を除く当社の株主に対して当社株式の売却機会を提供しつつ、公

開買付者等の所有に係る当社株式数の合計が、当社の発行済株式（自己株式を除く。）の総数とな

るよう一連の手続を行うことを企図しております。 

  

公開買付者は、当社の非公開化（上場廃止）を目的としているため、本公開買付けにおいて買付

け等を行う株券等の数に上限を設定しておりません。そのため、本公開買付けの結果、福岡証券取

引所の株券上場廃止基準に該当した場合、当社の株券は、所定の手続を経て、上場廃止となる可能

性があります。また、当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付けの終了後に、

上記本公開買付け後の組織再編等の方針に従い、公開買付者が当社の発行済株式の全て（創業家一

族の所有する当社の株式及び当社の自己株式を除く）を保有することを予定しておりますので、そ

の場合には、当社の株券は上場廃止になります。上場廃止後は当社株券を福岡証券取引所において

取引することができなくなり、当該株式を将来売却することが困難になると予想されます。 

  

普通株式 

平成20年10月16日（木曜日）から平成20年11月28日（金曜日）まで（30営業日） 

１株につき、360円 

公開買付者は、買付価格の決定にあたり、第三者算定機関である三優監査法人より株式価値算定

に関する報告書を取得しています。 

普通株式 1,678,830株 

   (注)本公開買付けでは、株式に換算した買付予定数の上限及び下限を設定しておりません。従って、応募株券

等の全部の買付け等を行います。 

Ⅲ．本公開買付け後の組織再編等の方針

Ⅳ．上場廃止となる見込みがある旨及び上場廃止を目的とする理由

Ⅴ．株式会社ケーエヌによる当社株式の公開買付けの概要

(1)買付け等を行う株券の種類

(2)買付け等の期間

(3)買付け等の価格

(4)買付け等の価格の算定根拠

(5)買付け予定の株式等の数
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   (注)「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数  

 （1,678,830株）に係る議決権の数を記載しております。 

新光証券株式会社 

  

本公開買付けの詳細については下記ウェブサイトをご参照ください。 

・当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ 

http://welcome.zenkyoken.com/pdf/news/news20081015_1.pdf 

・意見表明報告書 

http://info.edinet-fsa.go.jp/ 

（有価証券報告書等の開示書類を閲覧するホームページ） 

当社の提出者EDINETコード「E04907」 

  

(6) 買付け等による株券等所有割合の異動

買付け等前における公開買付者の所有株
券等に係る議決権の数

0個
（買付け等前における株券等所有割合
             0.00％）

買付け等前における特別関係者の所有株
券等に係る議決権の数

2,377個
（買付け等前における株券等所有割合 
             60.22％）

買付予定の株券等に係る議決権の数 1,678個
（買付け等後における株券等所有割合 
                         42.51％） 

(7) 公開買付代理人
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前年同四半期に係る財務諸表等 

  

中間損益計算書 

 
  

  

「参考」

科  目

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日)

金額

Ⅰ 売上高 2,140,016

Ⅱ 売上原価 1,816,518

   売上総利益 323,498

Ⅲ 販売費及び一般管理費 347,480

   営業損失 23,982

Ⅳ 営業外収益 25,415

Ⅴ 営業外費用 36,475

   経常損失 35,043

   税引前四半期純損失 35,043

   税金費用 33,668

   四半期純損失 68,712
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