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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 20,697 ― 1,637 ― 1,590 ― 40 ―

20年3月期第2四半期 20,398 0.4 1,803 54.9 1,667 52.8 421 68.2

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 2.16 ―

20年3月期第2四半期 22.34 ―

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 28,784 9,940 34.5 526.49
20年3月期 32,019 9,939 31.0 526.37

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  9,922百万円 20年3月期  9,920百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 12.00

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 41,480 1.2 2,900 7.2 2,700 9.2 380 △60.1 20.16

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、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。  

(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、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．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、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。 
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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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  18,873,024株 20年3月期  18,873,024株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  26,460株 20年3月期  26,264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  18,846,624株 20年3月期第2四半期  18,846,760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 

＊ 前年同期の金額及び前年同期比増減率につきましては、参考として記載しております。 

  

 当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から９月30日まで）におけるわが国の経済は、米国の金融不安に

端を発した世界経済の減速、エネルギー・原材料価格の高騰、個人消費の伸び悩み等の不安要因により、先行き不

透明な状態で推移しました。 

 当教育サービス業界におきましては、特に首都圏の有力公立高校を中心に中高一貫校設置の動きが活発化してい

ることの影響もあって、中学受験率が上昇を続けるなど、ハイレベルな学習指導への需要はなお一層の高まりを見

せております。一方で、学習塾の経営環境は、大手事業者同士の競争が激化するとともに、業界を越えてＭ＆Ａの

動きが生ずるなど、厳しさをさらに増してまいりました。 

 こうした環境のもとで、当社グループは、㈱栄光が担う『教育事業』（学習塾「栄光ゼミナール」）の拡充に注

力するとともに、『教育ソリューション事業』（学校、学習塾等の教育機関に対する総合支援事業）のパイオニア

である連結子会社の㈱エデュケーショナルネットワークの一層の成長を図ることにより、連結業績の向上に努めて

おります。 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、売上高は20,697百万円（前年同期比

1.5％増）となりました。他方、教育事業のコストの増加等により営業利益は1,637百万円（同9.2％減）、経常利益

は1,590百万円（同4.6％減）、また投資有価証券評価損の発生等により四半期純利益は40百万円（同90.3％減）と

なりました。 

 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。 

 〔教育事業〕 

 教育事業の学習塾部門（「栄光ゼミナール」）におきましては、当第２四半期連結累計期間には、６校を開設

（新規併設１校を含む）するとともに、出校エリアの最適化に伴って15校を統廃合したことにより、合計で361校

体制（併設51校を含む）となりました。また、７月、８月に合宿型を中心に16会場で開催した恒例の学力向上イ

ベント「栄光の森」では、公立中高一貫校の適性検査対策コース専門の会場を設定するなど、カリキュラムの一

層の充実を図り、参加者は約9,000名に達しました。当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、期中平均

生徒数は68,659名（前年同期比0.4％増）と前年を上回ったことに加え、生徒１人当たりの受講教科・講座数が増

加したことなどが貢献し、売上高は15,466百万円（同2.9％増）となりました。他方、営業利益はコストの増加等

により2,736百万円（同2.8％減）となりました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間中に実施した教室の新設・新規併設・統廃合及びブランド展開の状況は以下

のとおりであります。 

 《新設・新規併設・統廃校》 

 新 設 校  豊田校、花小金井校、志村坂上校（以上、東京都） 

       宮崎台校（神奈川県） 武蔵藤沢校（埼玉県） 

 新規併設校  ビザビ津田沼校（千葉県） 

 統 廃 校  不動前校、クレファス恵比寿校（以上、東京都） 

 百合ヶ丘校、仲町台校、センター南校（以上、神奈川県）  

 志津校、八千代台校（以上、千葉県） 

 北浦和東口校、クレファス南浦和校、春日部東口校（以上、埼玉県） 

 栗生校、荒巻校、東北福祉大前校（以上、宮城県） 堀川校（京都府） 

 ビザビ宮の沢校（北海道） 

 《ブランド展開の状況》 

 （平成20年９月30日現在 教室数には併設校を含む） 

 （注）「栄光ゼミナール」は主に小中学生を対象とする進学指導専門塾、「ナビオ」は現役高校生を対象と

する学習塾、「ビザビ」は個別指導専門塾であります。 

栄光ゼミナール ナビオ ビザビ 合計 

290 校 29 校 42 校 361 校 



 〔教育ソリューション事業〕 

 教育ソリューション事業におきましては、中期経営計画に基づき、学習塾用教材・テストの販売を行う教育コ

ンテンツ部門を核に、教職員の派遣・紹介を行う人材開発部門「イー・スタッフ」、私学の生徒募集を支援する

募集広告部門「スクールネットワーク」等の各部門が連携を深めることにより、ソリューションの強化を推進し

ております。当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、教育コンテンツ部門が堅調に推移しましたが、

事務用機器販売部門「オフィスサプライ」、イベントやテレビＣＭ等の企画・制作を行うアドバタイジング部門

の伸び悩みなどにより、売上高は2,617百万円（前年同期比4.1％減）となりました。他方、営業利益は売上原価

の低下等が貢献し、299百万円（同39.0％増）となりました。 

  

 〔その他事業〕 

 その他事業におきましては、介護サービス部門、ホテル部門及び飲食部門の一部について当社グループからの

分離を計画するなど、事業の見直しを進めております。当第２四半期連結累計期間はこうした効率化の途上にあ

り、売上高は2,613百万円（前年同期比0.8％減）となりました。他方、営業損失は印刷部門のコストの増加等に

より356百万円（前年同期276百万円の営業損失）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間末における資産の額は、前連結会計年度末に比べ、3,235百万円減少し、28,784百万円

（前期末比10.1％減）となりました。これは主に、季節的要因による売掛債権の回収により流動資産が1,058百万円

減少し、投資その他の資産の減少により固定資産が2,176百万円減少したことによるものであります。 

 負債の額は、前連結会計年度末に比べ、3,235百万円減少し、18,843百万円（同14.7％減）となりました。これは

主に、買掛債務の支払等により流動負債が1,713百万円減少し、借入金の返済等により固定負債が1,522百万円減少

したことによるものであります。 

 純資産の額は、前連結会計年度末に比べ、ほぼ同額の9,940百万円（同0.0％増）となりました。これは主に、配

当金の支払いにより113百万円減少したものの、四半期純利益及びその他有価証券評価差額金の増加により相殺され

たものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後のわが国の経済は、米国発の世界的な金融危機の影響等により遺憾ながら減速傾向が続くものと思われ、当

教育サービス業界も決して楽観は許されない状況であります。一方で、全国学力・学習状況調査の実施、授業時間

数の増加を主眼とする学習指導要領の改訂、一部公立学校での学習塾との連携、さらには平成21年度より予定され

ている教員免許更新制の導入といった教育全般の大きな変化に、多くの国民の関心が集まっております。教育は今

日、よりよい指導を求めて極めて重要な転換期を迎えていると言え、教育サービスの果たすべき役割はますます重

く、そして大きくなるものと思われます。 

 こうした認識を踏まえ、当社グループは、事業の方向性を教育に特化し、これまで以上に質の高いサービスの提

供に努めることにより、お客様と広く社会から厚いご信頼をいただける確かなポジションを獲得してまいります。 

 通期の連結業績は、教育事業の学習塾部門が堅調に推移することなどにより、売上高は41,480百万円（前期比

1.2％増）、営業利益は2,900百万円（同7.2％増）、経常利益は2,700百万円（同9.2％増）となる見込みでありま

す。他方、当期純利益につきましては、第２四半期連結累計期間中に発生した投資有価証券評価損の影響、「その

他事業」を中心とする事業再編に伴う費用の増加等を勘案し、380百万円（同60.1％減）を見込んでおります。 

 なお、連結業績予想の詳細は平成20年10月29日付で公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照願います。同日付で「中期経営計画『EIKOH Group New Plan』の進捗状況及び修正に関するお知らせ」も公表

しておりますので、併せてご覧ください。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、さまざまな不

確定要素や今後の内外情勢の変化等により、実際の業績とは異なる場合があります。 

  



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 

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

  

（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 

 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年

３月14日 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 「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）

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。 

 これにより、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ56,292千円減

少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 



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 2,739,010 2,722,025

受取手形及び売掛金 1,357,143 2,591,601

有価証券 46,650 154,261

商品 265,647 417,328

製品 325,282 474,041

原材料 45,478 49,043

仕掛品 291,639 266,448

販売用不動産 77,540 93,245

その他 2,395,337 1,837,708

貸倒引当金 △52,803 △56,284

流動資産合計 7,490,926 8,549,419

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,170,642 11,199,282

減価償却累計額 △4,439,783 △4,339,969

建物及び構築物（純額） 6,730,859 6,859,312

土地 3,938,199 3,928,565

その他 2,576,171 2,601,365

減価償却累計額 △1,776,825 △1,753,083

その他（純額） 799,345 848,281

有形固定資産合計 11,468,404 11,636,160

無形固定資産   

のれん 857 1,028

その他 812,956 794,463

無形固定資産合計 813,813 795,491

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,134,054 4,176,917

その他 5,320,053 7,304,678

貸倒引当金 △443,046 △443,169

投資その他の資産合計 9,011,061 11,038,426

固定資産合計 21,293,278 23,470,078

資産合計 28,784,205 32,019,497



（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 884,192 1,591,271

短期借入金 8,832,213 8,924,199

1年内償還予定の社債 209,200 209,200

未払法人税等 269,417 961,641

返品調整引当金 6,500 13,897

その他 2,864,544 3,079,818

流動負債合計 13,066,068 14,780,026

固定負債   

社債 459,200 563,800

長期借入金 3,449,194 4,510,774

退職給付引当金 1,298,334 1,237,429

役員退職慰労引当金 406,360 810,125

その他 164,734 177,717

固定負債合計 5,777,823 7,299,847

負債合計 18,843,891 22,079,874

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,692,711 1,692,711

資本剰余金 2,527,782 2,527,782

利益剰余金 5,782,086 5,854,455

自己株式 △6,722 △6,641

株主資本合計 9,995,857 10,068,307

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △73,305 △147,917

評価・換算差額等合計 △73,305 △147,917

少数株主持分 17,761 19,233

純資産合計 9,940,313 9,939,623

負債純資産合計 28,784,205 32,019,497



（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 20,697,991

売上原価 14,543,261

売上総利益 6,154,730

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 1,307,598

退職給付費用 20,946

役員退職慰労引当金繰入額 75,630

貸倒引当金繰入額 7,178

その他 3,106,209

販売費及び一般管理費合計 4,517,563

営業利益 1,637,167

営業外収益  

受取利息 19,755

受取配当金 15,015

投資有価証券売却益 22,509

その他 30,872

営業外収益合計 88,151

営業外費用  

支払利息 103,422

その他 31,092

営業外費用合計 134,514

経常利益 1,590,803

特別利益  

固定資産売却益 1,094

受取解約違約金 200,000

その他 52,885

特別利益合計 253,979

特別損失  

固定資産売却損 11

投資有価証券評価損 416,958

役員退職功労金 228,157

減損損失 177,477

その他 213,693

特別損失合計 1,036,298

税金等調整前四半期純利益 808,484

法人税、住民税及び事業税 242,909

法人税等調整額 526,336

法人税等合計 769,245

少数株主損失（△） △1,472

四半期純利益 40,711



（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 11,635,629

売上原価 7,592,971

売上総利益 4,042,658

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 630,348

退職給付費用 10,598

役員退職慰労引当金繰入額 9,458

貸倒引当金繰入額 5,936

その他 1,507,517

販売費及び一般管理費合計 2,163,860

営業利益 1,878,797

営業外収益  

受取利息 10,455

受取配当金 2,774

その他 15,402

営業外収益合計 28,631

営業外費用  

支払利息 50,419

投資有価証券売却損 5,534

その他 11,259

営業外費用合計 67,213

経常利益 1,840,216

特別利益  

固定資産売却益 1,094

受取解約違約金 200,000

その他 27,349

特別利益合計 228,443

特別損失  

固定資産売却損 11

投資有価証券評価損 294,253

減損損失 177,477

その他 78,365

特別損失合計 550,108

税金等調整前四半期純利益 1,518,551

法人税、住民税及び事業税 150,768

法人税等調整額 866,123

法人税等合計 1,016,891

少数株主利益 1,123

四半期純利益 500,536



（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 808,484

減価償却費 580,037

減損損失 177,477

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,603

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △403,764

受取利息及び受取配当金 △34,770

支払利息 103,422

受取解約違約金 △200,000

投資有価証券売却損益（△は益） △22,509

投資有価証券評価損益（△は益） 416,958

売上債権の増減額（△は増加） 1,176,808

たな卸資産の増減額（△は増加） 297,341

仕入債務の増減額（△は減少） △707,078

その他 △59,133

小計 2,129,670

解約違約金の受取額 200,000

法人税等の支払額 △867,050

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,462,619

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 △441,045

有形固定資産の売却による収入 12,714

投資有価証券の取得による支出 △19,949

投資有価証券の売却による収入 194,657

貸付金の回収による収入 246,315

利息及び配当金の受取額 21,859

その他 47,457

投資活動によるキャッシュ・フロー 62,009

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △1,153,566

社債の償還による支出 △104,600

自己株式の取得による支出 △80

配当金の支払額 △113,359

利息の支払額 △117,635

その他 △34,964

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,524,205

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,224

現金及び現金同等物の期首残高 1,195,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,193,917



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで） 

当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで） 

 （注）１．事業区分は、サービス及び製品の種類・性質の類似性等を考慮し行っております。 

２．各事業の内容は次のとおりであります。 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、教育事業で4,284千円、教育ソリュ

ーション事業で29,991千円、その他事業で22,016千円それぞれ減少しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成

20年４月１日から平成20年９月30日まで）において、当社及び連結子会社の事業はすべて国内で行われており、

該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

 第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成

20年４月１日から平成20年９月30日まで）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。 

  
教育事業 
（千円） 

教育ソリュー
ション事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1） 外部顧客に対する売上高 8,979,098 1,298,828 1,357,702 11,635,629 － 11,635,629 

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2,079 486,090 255,726 743,896 (743,896) － 

計 8,981,178 1,784,918 1,613,428 12,379,525 (743,896) 11,635,629 

  営業利益又は営業損失(△) 2,264,237 158,058 △142,059 2,280,236 (401,438) 1,878,797 

  
教育事業 
（千円） 

教育ソリュー
ション事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1） 外部顧客に対する売上高 15,466,879 2,617,444 2,613,667 20,697,991 － 20,697,991 

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
6,927 1,001,867 637,872 1,646,667 (1,646,667) － 

計 15,473,806 3,619,312 3,251,540 22,344,659 (1,646,667) 20,697,991 

  営業利益又は営業損失(△) 2,736,428 299,109 △356,338 2,679,198 (1,042,031) 1,637,167 

事業区分 主な事業内容 

 教育事業  学習塾経営、専門教育事業、カルチャーセンターの経営、保育事業ほか 

 教育ソリューション事業  学習塾用教材の製作・販売、事務用機器の販売、広告代理業、人材派遣ほか 

 その他事業  ホテル経営、飲食店経営、雑誌・一般書籍の出版・販売、印刷ほか 



「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 

（平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   20,398,348 100.0

Ⅱ 売上原価   14,190,033 69.6

売上総利益   6,208,314 30.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

１．広告宣伝費 782,963     

２．給料手当 1,188,683     

３．退職給付費用 17,428     

４．役員退職慰労引当金繰入額 37,900     

５．その他 2,377,735 4,404,711 21.6

営業利益   1,803,603 8.8

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 5,831     

２．受取配当金 23,732     

３．投資有価証券売却益 19,055     

４．その他 23,354 71,975 0.4

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 119,856     

２．貸倒引当金繰入額 74,136     

３．その他 14,577 208,570 1.0

経常利益   1,667,008 8.2

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 1,402     

２．貸倒引当金戻入益 19,380 20,783 0.1

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 82     

２．固定資産除却損 114,241     

３．投資有価証券評価損 274,956     

４．たな卸資産評価損 117,839     

５．減損損失 60,448 567,568 2.8

税金等調整前中間純利益   1,120,223 5.5

法人税、住民税及び事業税 822,269     

法人税等調整額 △121,180 701,089 3.4

少数株主損失   1,909 0.0

中間純利益   421,043 2.1
        



（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 

(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

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 1,120,223 

減価償却費 540,740 

減損損失 60,448 

貸倒引当金の増加額 54,755 

退職給付引当金の増加額 63,327 

役員退職慰労引当金の増加額 35,516 

その他引当金の減少額 △11,098 

受取利息及び受取配当金 △29,564 

支払利息 119,856 

投資有価証券売却益 △19,055 

投資有価証券評価損 274,956 

投資事業組合損失 2,575 

固定資産売却益 △1,402 

固定資産除売却損 114,323 

売上債権の増減額 1,161,323 

たな卸資産の減少額 253,989 

その他資産の増加額 △2,830 

仕入債務の増減額 △913,527 

未払消費税等の増減額 △47,081 

その他負債の増減額 △104,926 

その他 △1,098 

小計 2,671,452 

法人税等の支払額 △498,527 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,172,924 

 



  
前中間連結会計期間 

(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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 △18,150 

有形固定資産の取得による支出 △741,728 

有形固定資産の除却による支出 △68,541 

有形固定資産の売却による収入 522,561 

投資有価証券の取得による支出 △320,811 

投資有価証券の売却による収入 499,741 

関係会社株式の取得による支出 △32,000 

貸付けによる支出 △33,100 

貸付金の回収による収入 28,176 

その他投資活動による収入 206,230 

その他投資活動による支出 △358,106 

利息及び配当金の受取額 27,764 

投資活動によるキャッシュ・フロー △287,961 

Ⅲ 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 11,950,000 

短期借入金の返済による支出 △12,550,000 

長期借入金の返済による支出 △1,135,124 

社債の償還による支出 △104,600 

割賦債務の支払額 △49,794 

配当金の支払額 △112,553 

利息の支払額 △122,454 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,124,526 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 300 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △239,262 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,703,977 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,464,714 

 



（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（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで） 

 （注）１．事業区分は、サービス及び製品の種類・性質の類似性等を考慮し行っております。 

２．各事業の内容は次のとおりであります。 

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 

４．有形固定資産の減価償却の方法の変更 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。また、平成19年３

月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

これらの変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、教育事業6,946千円、教育ソリューション事業

387千円、その他事業3,442千円、全社557千円営業費用が増加し、それぞれ同額営業利益が減少しておりま

す。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 前中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）において、当社及び連結子会社の事業は

すべて国内で行われており、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

 前中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）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．その他の情報 

 該当事項はありません。 

  
教育事業 
（千円） 

教育ソリュー
ション事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1） 外部顧客に対する売上高 15,034,277 2,728,059 2,636,011 20,398,348 － 20,398,348 

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
11,586 885,100 663,131 1,559,818 (1,559,818) － 

計 15,045,863 3,613,160 3,299,142 21,958,166 (1,559,818) 20,398,348 

営業費用 12,231,999 3,397,926 3,575,380 19,205,306 (610,561) 18,594,744 

  営業利益又は営業損失(△) 2,813,863 215,233 △276,237 2,752,859 (949,256) 1,803,603 

事業区分 主な事業内容 

 教育事業  学習塾経営、専門教育事業、カルチャーセンターの経営、保育事業ほか 

 教育ソリューション事業  学習塾用教材の製作・販売、事務用機器の販売、広告代理業、人材派遣ほか 

 その他事業  ホテル経営、飲食店経営、雑誌・一般書籍の出版・販売、印刷ほか 

 

 当中間連結

会計期間 

 （千円） 

主な内容  

消去又は全社の項目に

含めた配賦不能営業費

用の金額 

960,411 提出会社の総務本部等管理部門に係る費用 
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