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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） 

当社は、前連結会計年度が連結適用初年度であるため、前第２四半期の連結業績の記載は行っておりません。  

(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 6,228 ― △453 ― △441 ― △299 ―

20年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △44.69 ―

20年3月期第2四半期 ― ―

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 24,393 13,668 56.0 2,037.01
20年3月期 23,698 14,103 59.5 2,101.95

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,668百万円 20年3月期  14,103百万円

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 ― 20.00 20.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 20.00

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 14,041 2.7 230 △45.1 248 △46.6 46 ― 6.87

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、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） 

・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あたっての注意事項等につきましては、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下さい。 
・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。 

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 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  6,710,000株 20年3月期  6,710,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  75株 20年3月期  75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  6,709,925株 20年3月期第2四半期  6,710,000株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、これまで国内景気を牽引してきた自動車産業など
が、海外需要の大幅な減少という事態に直面しており厳しい景況感を迎えるところなっております。ま
た、サブプライム問題に端を発したグローバル金融危機の時代となっており、企業の設備投資、個人消費
ともに鈍化している状況であります。 
 学習塾・予備校業界におきましては、少子化による市場規模の縮小に加え、中高生ともにマスゾーンで
ある学力中間層の生徒を中心に“学習塾離れ”が顕著化してきており、今まで以上に厳しい経営環境にな
っております。 
 こうした経営環境の下、当社は従来の教育サービスの質をより一層高めていくと同時に、新しい形での
教育サービスのノウハウの開発に注力してまいりました。小中学部、高校部のライブ授業で、特に力を発
揮している教師をセレクトし授業撮影を進め、中１～中３、高１～高３、卒生対象のハイクオリティ映像
動画授業コンテンツの開発が既に約7,000授業分完了しております。今期の４月から主に本科生のオプシ
ョン講座として提供しておりますが、受講生数は毎月増加し、中高生合わせて約8,000名に達している状
況であります。 
 第２四半期連結累計期間におきましては、小中学部は、７月までは小学生の割合が大きく売上単価が低
下したものの、生徒数はほぼ計画どおり推移してまいりました。８月における夏期講習と９月入学生数が
年間の売上高を大きく左右いたします。夏期講習における中３生募集は不振だったものの、小学生と中
１・２生の低学年募集については成功という結果でありました。受講単価の高い中３生募集、９月入学の
不振は当年度の売上にとってはマイナス要因でありますが、低学年の成功は、むこう２～３年の経営にと
ってはプラス要因であります。結果として、小中学部の売上高は4,603百万円となりました。また、高校
部におきましては、売上高が予算に対して若干マイナスという状況でありますが、今後の売上増加と経費
節減によって対応していける状況であります。結果として、高校部の売上高は1,520百万円となりまし
た。また、その他部門におきましては、104百万円となりました。 
 営業費用におきましては、前期に新規開校した宮城県11校舎、札幌本部、山梨本部等における人件費・
地代家賃等の費用増加があるものの、大型校舎の開校による事務消耗品費・広告宣伝費等の先行投資費用
の発生がなかったこと、遠隔ライブ授業の導入による人員の効率化、教材・パンフレット等の発注数・単
価の見直し等により、6,682百万円となりました。 
 特別損益におきましては、自社所有の校舎用土地を売却し、賃貸に切り替えことにより固定資産売却益
が発生しております。また、転換社債の売却債権に対して、昨今の金融不安の経済状況を鑑み、引き当て
を行っております。 
 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は6,228百万円、営業損失は453百万円、経常損失
は441百万円、四半期純損失は299百万円となりました。 
 なお、季節的変動要因として、例年、当社グループの生徒数は小中学部・高校部ともに夏期講習・冬期
講習等の各講習会に参加した一般生が、本科授業の２学期が開始される９月、３学期が開始される１月に
入学するため、第２四半期以降に増加することとなります。そのため、第２四半期以降の売上の割合が大
きくなる傾向があります。一方、営業費用につきましては、人件費・賃借料等が毎月固定的に発生いたし
ます。また、広告宣伝費が夏期講習の募集により多くなります。従って、第１四半期の収益性が第２四半
期以降に比べ低くなります。 
  

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に比べて694百万円増加し、24,393百万円と
なりました。流動資産は、９月新入学の入学金回収により254百万円増加し、2,638百万円となりました。
固定資産は主に福島県における校舎の移転新設及び福岡県における校舎新設に伴う有形固定資産の取得、
出店仮勘定の増加により、前連結会計年度末に比べて440百万円増加し、21,754百万円となりました。 
当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて1,130百万円増加し、10,725百万円

となりました。これは主に、９月入学による生徒数の増加に伴い前受授業料が増加したこと、福岡県にお
ける校舎新設に伴う有形固定資産取得のために長期借入金による資金調達があったことによるものであり
ます。 
当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて435百万円減少し、13,668百万円

となりました。 
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の59.5％から56.0％となりました。 
  
営業活動によるキャッシュ・フローは555百万円の収入となりました。これは主として、季節的な変動

要因により、第１四半期の収益性が低いため、税金等調整前四半期純損失が445百万円であったものの、
９月入学による生徒数の増加に伴ない、前受金が増加したこと、法人税等の還付によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは669百万円の支出となりました。これは主として、福島県におけ

る校舎の移転新設、および福岡県における校舎新設による、有形固定資産の取得による支出、敷金保証金
の差入による支出によるものであります。 
財務活動によるキャッシュ・フローは457百万円の収入となりました。これは主として、校舎の新規開

・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
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校のための設備資金の調達に伴なう長期借入れによる収入によるものであります。 
以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ

343百万円増加し、1,043百万円となりました。 
  

少子化と市場規模の縮小、それに伴って、業界再編成・寡占化が進行し、当業界はかつてない厳しい経
営環境に置かれております。さらに、世界経済は、世界恐慌以来のグローバル金融不安が漂うところとな
っており、当業界も先を見通せない状況であります。 
 こうした状況下におきまして、当社は高均一な教育サービスを提供していく仕組み作りと実際の提供に
注力しております。さらに中期的な大きな発展を期し、新しい教育サービス提供のノウハウの開発が不可
欠と考えており、来期以降の本格稼動を予定しております。 
 連結業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高が75百万円予算を
下回っており、通期におきましても476百万円の売上高未達を予想しております。これに対しまして経費
節減を大きく進めております。 
 この結果、通期の見通しにおきましては、売上高は、14,041百万円（対前年同期比2.7％増）、経常利
益は248百万円（対前年同期比46.6％減）、当期純利益は46百万円を見込んでおります。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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
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)を適用しております。なお、この変更による営業損失、経常損失及び税金等調整前四半
期純損失に与える影響はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
 ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

 ② たな卸資産の評価基準及び評価方法
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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 1,196,068 871,056 

受取手形及び売掛金 280,919 330,344 

商品 162,517 103,696 

貯蔵品 33,096 37,376 

繰延税金資産 286,629 145,651 

未収還付法人税等 － 218,524 

その他 681,412 679,598 

貸倒引当金 △2,102 △2,555 

流動資産合計 2,638,541 2,383,692 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 7,093,129 7,512,730 

土地 4,881,443 4,778,667 

その他（純額） 895,712 464,436 

有形固定資産合計 12,870,285 12,755,835 

無形固定資産 

のれん 134,766 151,268 

その他 227,325 213,648 

無形固定資産合計 362,091 364,916 

投資その他の資産 

繰延税金資産 175,878 145,445 

敷金及び保証金 6,620,991 6,559,962 

その他 1,811,007 1,492,979 

貸倒引当金 △85,514 △4,549 

投資その他の資産合計 8,522,362 8,193,837 

固定資産合計 21,754,739 21,314,589 

資産合計 24,393,280 23,698,282 
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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) 

負債の部 

流動負債 

短期借入金 3,834,330 4,357,332 

1年内返済予定の長期借入金 998,740 852,636 

未払金 489,255 612,619 

未払法人税等 54,371 406 

未払消費税等 67,241 2,489 

前受金 1,516,175 1,050,121 

賞与引当金 315,354 292,655 

その他 194,187 202,985 

流動負債合計 7,469,655 7,371,245 

固定負債 

長期借入金 2,261,739 1,294,631 

退職給付引当金 375,834 342,699 

役員退職慰労引当金 563,272 585,254 

その他 54,556 480 

固定負債合計 3,255,402 2,223,065 

負債合計 10,725,058 9,594,310 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,089,400 2,089,400 

資本剰余金 1,944,380 1,944,380 

利益剰余金 9,638,883 10,073,015 

自己株式 △52 △52 

株主資本合計 13,672,611 14,106,743 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △4,389 △2,772 

純資産合計 13,668,222 14,103,971 

負債純資産合計 24,393,280 23,698,282 
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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 6,228,646 

売上原価 5,989,424 

売上総利益 239,222 

販売費及び一般管理費 693,194 

営業損失（△） △453,971 

営業外収益 

受取利息 37,765 

受取配当金 118 

その他 23,172 

営業外収益合計 61,056 

営業外費用 

支払利息 46,056 

その他 2,297 

営業外費用合計 48,353 

経常損失（△） △441,269 

特別利益 

固定資産売却益 91,320 

特別利益合計 91,320 

特別損失 

固定資産除却損 10,465 

固定資産売却損 4,158 

貸倒引当金繰入額 81,000 

特別損失合計 95,623 

税金等調整前四半期純損失（△） △445,572 

法人税、住民税及び事業税 25,772 

法人税等調整額 △171,411 

法人税等合計 △145,638 

四半期純損失（△） △299,933 
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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損失（△） △445,572 

減価償却費 306,354 

のれん償却額 16,501 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 80,511 

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,698 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,134 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,982 

受取利息及び受取配当金 △37,883 

支払利息 46,056 

固定資産売却損益（△は益） △87,161 

固定資産除却損 10,465 

売上債権の増減額（△は増加） 49,424 

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,540 

仕入債務の増減額（△は減少） △138,753 

未払消費税等の増減額（△は減少） 96,716 

前受金の増減額（△は減少） 466,054 

長期前払費用の増減額（△は増加） △2,622 

その他 △4,613 

小計 334,789 

利息及び配当金の受取額 1,076 

利息の支払額 △48,316 

法人税等の支払額 267,616 

営業活動によるキャッシュ・フロー 555,165 

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 △134,619 

定期預金の払戻による収入 153,260 

有形固定資産の取得による支出 △1,450,497 

有形固定資産の売却による収入 1,164,623 

投資有価証券の売却による収入 20,000 

敷金及び保証金の差入による支出 △538,007 

敷金及び保証金の回収による収入 174,165 

その他 △57,936 

投資活動によるキャッシュ・フロー △669,011 

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 2,580,000 

短期借入金の返済による支出 △3,103,002 

長期借入れによる収入 1,571,000 

長期借入金の返済による支出 △457,788 

配当金の支払額 △132,710 

財務活動によるキャッシュ・フロー 457,499 

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） 343,652 

現金及び現金同等物の期首残高 699,725 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,043,377 
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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。 

  

当連結グループは、学習塾・予備校として、同一セグメントに属する小中学生・高校生・高卒生に対
して教育サービスを提供しており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

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

(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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