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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 5,965 ― △404 ― △526 ― △509 ―
20年3月期第2四半期 5,645 5.7 △197 ― △302 ― △657 ―

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 △53.52 ―
20年3月期第2四半期 △68.89 ―

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 12,238 3,805 31.1 378.47
20年3月期 12,456 4,276 34.3 452.94

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,805百万円 20年3月期  4,276百万円

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 ― 5.50 ― 8.00 13.50
21年3月期 ― 5.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 13.50

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 13,963 6.3 976 △6.3 739 △17.8 212 ― 22.23

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．上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因によって大きく異なる場合があります。なお、上記予想に関す
る事項は４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 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  10,440,000株 20年3月期  10,440,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  385,083株 20年3月期  997,813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  9,519,956株 20年3月期第2四半期  9,545,487株









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 2,049,211 2,093,655

受取手形及び売掛金 25,587 2,632

授業料等未収入金 77,517 450,839

有価証券 17,535 －

教材 61,873 58,311

商品 24,839 18,819

その他 689,258 683,180

貸倒引当金 △28,516 △33,453

流動資産合計 2,917,306 3,273,985

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,717,883 2,263,865

その他（純額） 1,580,435 1,632,789

有形固定資産合計 4,298,319 3,896,654

無形固定資産   

のれん 100,906 112,180

その他 490,761 498,687

無形固定資産合計 591,667 610,868

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,326,770 1,394,057

その他 3,169,241 3,247,749

貸倒引当金 △241,399 △172,513

投資その他の資産合計 4,254,612 4,469,294

固定資産合計 9,144,599 8,976,818

繰延資産 176,224 205,960

資産合計 12,238,130 12,456,763

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 127,920 235,936

短期借入金 1,850,332 1,360,832

未払法人税等 58,270 61,637

前受金 2,166,875 2,776,554

賞与引当金 250,238 207,263

その他 538,911 786,195

流動負債合計 4,992,547 5,428,419

固定負債   

社債 433,000 24,000

長期借入金 2,220,252 1,961,168

役員退職慰労引当金 312,699 305,832

退職給付引当金 433,542 424,630

その他 40,647 35,997

固定負債合計 3,440,141 2,751,628

負債合計 8,432,689 8,180,048



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,299,375 1,299,375

資本剰余金 1,517,213 1,589,377

利益剰余金 2,444,148 3,030,039

自己株式 △146,114 △380,492

株主資本合計 5,114,623 5,538,299

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △110,870 △63,273

土地再評価差額金 △1,198,311 △1,198,311

評価・換算差額等合計 △1,309,181 △1,261,584

純資産合計 3,805,441 4,276,715

負債純資産合計 12,238,130 12,456,763



（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 5,965,895

売上原価 5,173,469

売上総利益 792,425

販売費及び一般管理費 1,196,537

営業損失（△） △404,111

営業外収益  

受取利息 3,663

受取配当金 7,844

その他 26,266

営業外収益合計 37,774

営業外費用  

支払利息 34,215

持分法による投資損失 4,134

開業費償却 30,126

貸倒引当金繰入額 69,127

その他 23,024

営業外費用合計 160,627

経常損失（△） △526,965

特別損失  

減損損失 25,046

投資有価証券評価損 85,374

その他 21,345

特別損失合計 131,766

税金等調整前四半期純損失（△） △658,731

法人税、住民税及び事業税 66,718

法人税等調整額 △215,927

法人税等合計 △149,208

四半期純損失（△） △509,522



（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 3,422,680

売上原価 2,626,755

売上総利益 795,925

販売費及び一般管理費 606,371

営業利益 189,554

営業外収益  

受取利息 1,017

受取配当金 4,961

持分法による投資利益 3,148

その他 18,754

営業外収益合計 27,882

営業外費用  

支払利息 18,992

開業費償却 15,063

貸倒引当金繰入額 38,241

その他 17,642

営業外費用合計 89,938

経常利益 127,498

特別損失  

減損損失 25,046

投資有価証券評価損 36,640

その他 8,338

特別損失合計 70,026

税金等調整前四半期純利益 57,472

法人税、住民税及び事業税 42,785

法人税等調整額 36,479

法人税等合計 79,265

四半期純損失（△） △21,792



（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（△） △658,731

減価償却費 272,399

開業費償却額 30,126

減損損失 25,046

のれん償却額 12,464

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63,949

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,974

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,911

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,867

受取利息及び受取配当金 △11,507

支払利息 34,215

持分法による投資損益（△は益） 4,134

投資有価証券評価損益（△は益） 85,374

売上債権の増減額（△は増加） 350,366

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,790

その他の資産の増減額（△は増加） 59,611

前受金の増減額（△は減少） △609,679

仕入債務の増減額（△は減少） △108,015

その他の負債の増減額（△は減少） △158,702

その他 8,928

小計 △548,057

利息及び配当金の受取額 21,840

利息の支払額 △33,886

法人税等の支払額 △50,430

法人税等の還付額 149,697

営業活動によるキャッシュ・フロー △460,836

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 △636,909

無形固定資産の取得による支出 △54,534

投資有価証券の取得による支出 △20,181

貸付けによる支出 △35,000

貸付金の回収による収入 9,479

その他 19,243

投資活動によるキャッシュ・フロー △717,902



（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 1,072,000

短期借入金の返済による支出 △694,000

長期借入れによる収入 450,000

長期借入金の返済による支出 △79,416

社債の発行による収入 500,000

社債の償還による支出 △203,000

自己株式の売却による収入 165,369

自己株式の取得による支出 △1,564

配当金の支払額 △75,102

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,134,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44,452

現金及び現金同等物の期首残高 2,086,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,042,182
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