
 
平成 20 年 11 月 12 日 

各 位 
                  会 社 名  株式会社 早稲田アカデミー 
                                    代 表 者 名  代表取締役社長  瀧本 司 

      （コード番号４７１８ 東証第二部） 
                                    問 合 せ 先  取締役管理本部長 河野陽子 
                                  Ｔ Ｅ Ｌ   ０３－３５９０－４０１１ 

 
 

（訂正）平成 21 年３月期 第２四半期決算短信の一部訂正について 
 
 

平成 20 年 10 月 30 日付で公表いたしました「平成 21 年３月期 第２四半期決算短信」において、 

記載内容の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 
 なお、今回の訂正は「平成 21 年３月期 第２四半期決算短信」の売上高、営業利益、経常利益、四半

期純利益、並びに１株当たり四半期純利益、１株当たり純資産に影響を与えるものではありません。 

 
記 

 
１．訂正箇所 
  （１）決算短信１ページ 
    ４．その他 （４）発行済株式数（普通株式） ③期中平均株式数（四半期連結累計期間） 
  （２）決算短信３ページ 
    ２．連結財政状態に関する定性的情報  
      （営業活動によるキャッシュ・フロー）及び（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  （３）決算短信９、10 ページ 
   （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 
２．訂正内容（訂正箇所は下線を付して表示しております。） 
  （１）〈１ページ〉 ４．その他 （４）発行済株式数（普通株式） 
  【訂正前】 
 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 7,673,528 株  20 年３月期第２四半期 7,673,540 株 
 
  【訂正後】 
 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 7,673,532 株  20 年３月期第２四半期 7,673,540 株 
 
  （２）〈３ページ〉 ２．連結財政状態に関する定性的情報 
  【訂正前】 
  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
   営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が 1,005 百万円、役員退職慰労引当金 286 百万円  
  の減少、受取保険金 271 百万円、固定資産売却益 108 百万円、及び売上債権 277 百万円の増加、並びに法人税等の支払  
  489 百万円が発生いたしました。 
   一方、減価償却費 184 百万円、前受金の増加 868 百万円等が発生し、この結果、営業活動によるキャッシュ・フロー 
  は 590 百万円の収入となり、前年同期に比べ、90 百万円収入が減少いたしました。 
  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
   投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得 496 百万円と差入保証金の差入純増額 
  58 百万円、並びに有形固定資産の売却 535 百万円、投資有価証券の売却 106 百万円により、86 百万円の収入となり、 
  前年同期に比べ、1,015 百万円支出が減少いたしました。 
 
 
 

 
（財）財務会計基準機構会員 



  【訂正後】 
  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
   営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が 1,005 百万円、役員退職慰労引当金 286 百万円  
  の減少、受取保険金 271 百万円、固定資産売却益 108 百万円、及び売上債権 277 百万円の増加、並びに法人税等の支払 
  489 百万円が発生いたしました。 
   一方、減価償却費 184 百万円、前受金の増加 868 百万円等が発生し、この結果、営業活動によるキャッシュ・フロー  
  は 634 百万円の収入となり、前年同期に比べ、46 百万円収入が減少いたしました。 
  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
   投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得 496 百万円と差入保証金の差入純増額 
  58 百万円、並びに有形固定資産の売却 535 百万円、投資有価証券の売却 106 百万円により、42 百万円の収入となり、 
  前年同期に比べ、971 百万円支出が減少いたしました。 
 
  （３）〈９、10 ページ〉 

    （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（９ページ） 

  【訂正前】 

                               （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                 

    

   その他の資産の増減額（△は増加）               △74,643 

     その他の負債の増減額（△は減少）               △245,808   

   小計 

                                  

     利息及び配当金の受取額                  2,422 

   利息の支払額                                          △24,919 

     保険金の受取額                                         271,896 

     法人税等の支払額                                     △489,744 

    営業活動によるキャッシュ・フロー         
 

  【訂正後】 

                               （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                 

    

   その他の資産の増減額（△は増加）               △52,650 

     その他の負債の増減額（△は減少）               △223,821   

   小計 

                                  

     利息及び配当金の受取額                  2,422 

   利息の支払額                                          △24,919 

     保険金の受取額                                         271,896 

     法人税等の支払額                                     △489,744 

    営業活動によるキャッシュ・フロー         
 

                830,487 

                590,142 

                874,466 

                634,121 

     

     



 

    （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（10 ページ） 

  【訂正前】 

                               （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） 

    投資活動によるキャッシュ・フロー 

      投資有価証券の取得による支出                  △68,084 

 

      投資活動によるキャッシュ・フロー    

 
 
 

  【訂正後】 

                               （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） 

    投資活動によるキャッシュ・フロー 

      投資有価証券の取得による支出                 △112,063 

 

      投資活動によるキャッシュ・フロー    

 
 
 

以 上 

                 86,051 

                 42,072 

     
     

     
     



平成21年3月期 第2四半期決算短信 
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（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 早稲田アカデミー 上場取引所 東 
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四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日

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 8,090 ― 454 ― 442 ― 609 ―
20年3月期第2四半期 7,722 ― 554 ― 544 ― 251 ―

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 79.42 ―
20年3月期第2四半期 32.73 ―

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 9,575 4,951 51.6 644.27
20年3月期 9,819 4,503 45.8 585.47

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,943百万円 20年3月期  4,492百万円

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 17,155 6.6 1,501 7.4 1,479 6.9 1,204 64.7 157.02

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、３～４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．平成20年９月12日に公表いたしました通期連結業績予想は、本資料において修正しておりません。 
２．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。上記業績予想に関する事項につきましては、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
的情報をご覧ください。 
３．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  7,676,040株 20年3月期  7,676,040株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,524株 20年3月期  2,500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  7,673,532株 20年3月期第2四半期  7,673,540株




