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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 8,342 ― 217 ― 165 ― 30 ―
20年3月期第2四半期 8,280 4.4 292 △14.4 244 △3.2 64 △60.1

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 3.71 ―
20年3月期第2四半期 7.97 ―

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 10,246 3,852 37.6 471.98
20年3月期 10,583 3,882 36.7 475.62

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,852百万円 20年3月期  3,882百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.50 15.00

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 17,500 3.8 550 22.3 500 37.0 200 503.7 24.50

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。 
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 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  8,600,000株 20年3月期  8,600,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  436,675株 20年3月期  436,575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  8,163,397株 20年3月期第2四半期  8,063,446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）

　当第２四半期（６ヶ月、以下「当期」という。）における我が国の経済は、これまで景気を牽引してきた企業部門

において、原材料価格高騰に伴うコスト増を主要因とする企業収益の急速な落ち込みから、企業の景況感が大幅に悪

化しました。また、個人部門におきましては、物価上昇に伴う実質所得の減少や消費者心理の悪化などから、弱含み

の状況で推移しました。当期末にかけては、サブプライム問題に端を発した米欧金融機関の損失は一層拡大し、世界

的な景気減速懸念とあいまって、今なお国内外金融市場の混乱が続いている状況であります。

　当業界におきましては、「ゆとり教育」による学力低下問題をきっかけとした民間教育サービスへの期待増も一段

落し、学習塾に対する厳しい選別も依然進んでおり、各社ともサービスの内容・品質の向上に引き続き努めておりま

す。当期末にかけては、景況感のなお一層の悪化などから、当業界内でも先行き不透明感が更に強まっております。

　このような環境の中、当社グループでは、学習塾部門の集合型教室「能開センター」において、授業品質の徹底管

理や更なる強化を図り、生徒・保護者の期待に応えられるように努めてまいりました。また、個別型教室「個別指導

Axis（アクシス）」におきましては、一人ひとりのニーズへの対応を強化しつつ、引き続き未出校地域への出校準備

を着々とすすめております。

　生涯学習部門におきましては、通信制高校サポートコース「WAO高等学院」の拡大及び「WAO資格カレッジ」のWBT

（ウェブ・ベースド・トレーニング）講座の集客に特化し、経費の削減にも努めてまいりました。

　国内子会社各社は、グループ内での連携を図りながら、従来業務に加えて、教育専門のITソリューションビジネ

ス、 eラーニング、映像・アニメコンテンツの企画・制作の各分野において事業を推進してまいりました。海外子会

社や持分法適用会社については、事業は多少の下振れはあるものの概ね計画通りに推移しており、採算を確保できる

基盤が固まりつつあります。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高83億42百万円、営業利益２億17百万円、経常利益１億

65百万円、四半期純利益30百万円となりました。

（当第２四半期連結会計期間）

　当第２四半期（３ヶ月）の当社は、主たる学習塾部門において、大和郡山ビル（奈良県大和郡山市）及び小針ビル

（新潟市西区）の竣工など教育環境の充実化にも注力してまいりました。夏期講習会等での集客増強などを目的とし

た弾力的価格設定が功を奏し、通年期の講座において概ね期初の予想通りの生徒数を維持してまいりました。

　国内子会社各社におきましては、前年同期に大きな受注があった反動から減収となりましたが、人的体制の強化な

ど第３四半期以降の業容拡大のための準備を進めてまいりました。

　これらの結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高48億12百万円、営業利益７億14百万円、経常利益６億

83百万円、四半期純利益３億56百万円となりました。

　なお、当社グループの第２四半期（３ヶ月）業績は、収入面では主たる部門である学習塾部門における夏期講習会

の全部の収入が計上されるとともに生徒数が増加する一方、費用面では第３四半期で実施する冬期講習会のための広

告宣伝費が当第２四半期に帰属しないことから、他の四半期に比べて最も利益が計上される傾向にあります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産・負債及び純資産の状況）

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ３億37百万円減少し、102億46百万円となりまし

た。その主な要因は、土地の取得により有形固定資産が増加したものの、売上債権及びたな卸資産を主体に流動資産

が２億47百万円減少したこと、保証金の返戻及び投資有価証券の売却等により投資その他の資産が１億58百万円減少

したことなどであります。

　負債合計は、前連結会計年度末と比べ３億７百万円減少し、63億93百万円となりました。その主な要因は、短期借

入金が増加したものの、仕入債務及び未払金を主体に流動負債が３億48百万円減少したことなどであります。

　純資産は、前連結会計年度末と比べ29百万円減少し、38億52百万円となりました。その主な要因は、四半期純利益

の計上はあったものの、前連結会計年度の期末配当の実施により株主資本が31百万円減少したことなどであります。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、８億83百万円となり、前連結会計年度末と比較して

58百万円の減少となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、１億60百万円の流入となりました。

　その主な要因は、仕入債務が98百万円、未払金が１億65百万円それぞれ減少し、法人税等の支払額が１億72百万円

となったものの、一方で、税金等調整前四半期純利益が１億36百万円、減価償却費をはじめとする非資金項目が２億

97百万円となったこと、売上債権が２億４百万円、たな卸資産が43百万円それぞれ減少したことなどであります。
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　投資活動によるキャッシュ・フローは、２億70百万円の流出となりました。

　その主な要因は、保証金の差入・返戻による純収入が47百万円となったものの、有形・無形固定資産の取得による

支出が３億16百万円となったことなどであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは51百万円の流入となりました。

　その主な要因は、短期借入の借入・返済による純収入が１億円となったこと、長期借入金の借入・返済による純収

入が１億58百万円となったこと、社債の償還による支出が１億10百万円となったこと、配当金の支払額が61百万円と

なったことなどであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間において、営業利益及び経常利益等が期初の業績予想の数値に達しませんでしたが、第

２四半期連結会計期間末における生徒数は概ね期初の予想通りであり、また、第３四半期以降に冬期講習会及び春期

講習会などの大きな集客機会を控えていることから、平成20年５月15日の「平成20年３月期決算短信」発表時の通期

業績予想について変更はいたしません。また、配当予想も変更はありません。

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）

　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たな卸資産の評価方法

　たな卸資産の簿価切下げに関し、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積り、簿価切下

げを行う方法によっております。

③繰延税金資産の回収可能性の判断

　前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生に著しい変化がないと認められるので、前連結

会計年度において使用した将来の業績予測やタックスプランニングを利用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

・会計処理基準に関する事項の変更

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、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、評価基準について原価法か

ら原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

　この変更による損益に与える影響はありません。

③　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係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（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会計処理によっ

ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減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、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　この変更による損益に与える影響はありません。
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・表示方法の変更

（四半期連結損益計算書関係）

　校の閉鎖に伴って発生する損失については、従来、校閉鎖損失引当金繰入額及び固定資産除却損とそれぞ

れ区分して表示しておりましたが、各四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間における期間比較を明瞭

にするため、当第２四半期連結会計期間から、校閉鎖損失引当金繰入額及び固定資産除却損に含めていた校

の閉鎖に係る損失を校の閉鎖に伴って発生する損失として「校閉鎖損失」の科目で一括表示しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　連結損益計算書の表示方法の変更に記載のとおり、校の閉鎖に伴って発生する損失を「校閉鎖損失」とし

て整理・統合したことに伴い、従来、固定資産除却損に含めていた校の閉鎖に係る損失のうち非キャッシュ・

アウト相当額を「校閉鎖損失」として区分掲記しております。
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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 883,765 942,460

受取手形及び売掛金 403,650 607,999

商品 100,398 186,425

仕掛品 208,360 174,145

その他 530,482 481,908

貸倒引当金 △20,253 △39,380

流動資産合計 2,106,402 2,353,558

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,280,750 1,200,664

土地 4,078,202 4,026,269

その他（純額） 491,056 499,775

有形固定資産合計 5,850,009 5,726,709

無形固定資産 313,435 368,675

投資その他の資産   

保証金 1,316,474 1,367,923

その他 663,804 802,247

貸倒引当金 △3,630 △35,415

投資その他の資産合計 1,976,648 2,134,754

固定資産合計 8,140,093 8,230,139

資産合計 10,246,496 10,583,698

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 109,825 207,916

短期借入金 1,300,000 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 923,200 833,200

1年内償還予定の社債 100,000 160,000

未払法人税等 156,228 190,134

賞与引当金 222,273 205,515

校閉鎖損失引当金 42,074 15,676

その他 963,448 1,352,986

流動負債合計 3,817,051 4,165,428

固定負債   

社債 70,000 120,000

長期借入金 1,350,400 1,282,000

退職給付引当金 477,608 443,303

役員退職慰労引当金 188,279 180,344

その他 490,217 509,967



（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) 

固定負債合計 2,576,505 2,535,615

負債合計 6,393,556 6,701,044

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,146,375 1,146,375

資本剰余金 1,009,110 1,009,110

利益剰余金 1,784,193 1,815,173

自己株式 △91,994 △91,967

株主資本合計 3,847,684 3,878,691

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,168 3,499

繰延ヘッジ損益 △551 △1,329

為替換算調整勘定 1,638 1,792

評価・換算差額等合計 5,255 3,962

純資産合計 3,852,939 3,882,653

負債純資産合計 10,246,496 10,583,698



（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 8,342,078

営業費用 5,984,939

営業総利益 2,357,139

販売費及び一般管理費 2,139,659

営業利益 217,479

営業外収益  

受取利息 2,278

受取配当金 2,219

受取手数料 4,597

その他 5,483

営業外収益合計 14,579

営業外費用  

支払利息 37,409

持分法による投資損失 19,485

その他 9,609

営業外費用合計 66,505

経常利益 165,553

特別利益  

貸倒引当金戻入額 19,237

投資有価証券売却益 10,000

その他 1,200

特別利益合計 30,437

特別損失  

固定資産除却損 15,406

校閉鎖損失 43,816

特別損失合計 59,223

税金等調整前四半期純利益 136,767

法人税、住民税及び事業税 139,440

法人税等調整額 △32,919

法人税等合計 106,521

四半期純利益 30,246



（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 4,812,469

営業費用 3,071,544

営業総利益 1,740,924

販売費及び一般管理費 1,026,023

営業利益 714,900

営業外収益  

受取利息 1,876

受取手数料 2,764

その他 93

営業外収益合計 4,733

営業外費用  

支払利息 19,716

持分法による投資損失 8,534

その他 8,286

営業外費用合計 36,538

経常利益 683,095

特別利益  

貸倒引当金戻入額 △5,132

その他 971

特別利益合計 △4,160

特別損失  

固定資産除却損 3,256

校閉鎖損失 39,685

特別損失合計 42,941

税金等調整前四半期純利益 635,993

法人税、住民税及び事業税 118,370

法人税等調整額 161,191

法人税等合計 279,561

四半期純利益 356,431



（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 136,767

減価償却費 215,674

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,237

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,757

校閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 26,398

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,305

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,934

受取利息及び受取配当金 △4,498

支払利息 37,409

固定資産除却損 4,621

校閉鎖損失 1,464

持分法による投資損益（△は益） 19,485

投資有価証券売却損益（△は益） △10,000

売上債権の増減額（△は増加） 204,384

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,381

前受授業料等収入の増減額（△は減少） △39,912

仕入債務の増減額（△は減少） △98,090

未払金の増減額（△は減少） △165,970

その他 △43,724

小計 367,153

利息及び配当金の受取額 4,498

利息の支払額 △38,921

法人税等の支払額 △172,633

営業活動によるキャッシュ・フロー 160,096

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 △285,597

無形固定資産の取得による支出 △30,500

保証金の差入による支出 △28,404

保証金の返戻による収入 75,750

投資有価証券の取得による支出 △104,579

投資有価証券の売却による収入 110,000

その他 △6,817

投資活動によるキャッシュ・フロー △270,148



（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) 

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 1,400,000

短期借入金の返済による支出 △1,300,000

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △441,600

社債の償還による支出 △110,000

長期未払金の返済による支出 △35,545

自己株式の取得による支出 △27

配当金の支払額 △61,253

財務活動によるキャッシュ・フロー 51,573

現金及び現金同等物に係る換算差額 △216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58,695

現金及び現金同等物の期首残高 942,460

現金及び現金同等物の四半期末残高 883,765
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