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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 3,205 ― 118 ― △118 ― △295 ―

20年3月期第2四半期 3,320 △5.6 177 12.7 489 △2.8 159 △36.9

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 △14.78 ―

20年3月期第2四半期 8.00 7.98

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 24,196 22,424 92.7 1,122.33
20年3月期 24,742 22,857 92.4 1,144.19

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  22,424百万円 20年3月期  22,857百万円

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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.00 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 7,480 0.4 805 2.8 489 ― 14 ― 0.70

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  

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） 

詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４.その他」をご覧下さい。  

(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。業績予想に関する事項については、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 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  20,031,000株 20年3月期  20,031,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  50,441株 20年3月期  54,309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  19,979,211株 20年3月期第2四半期  19,889,582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（平成20年4月１日～9月30日）におけるわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題に

よる欧米の金融危機や株式市場・為替相場の大幅な変動により、国内企業の生産や輸出にかげりが見え始めてまいり

ました。

　当業界におきましては、学齢人口の伸び悩みを背景として、学習塾間の競合が一段と激しさを増しており、本年度

も同業者間の業務・資本提携が多く発生しております。

　このような状況のもと、当社グループは教室の積極的なスクラップ＆ビルド並びに地域特性に応じた価格戦略を実

施してまいりました。また、エリア拡大として新学期からの本部新設や夏期講習会における教室網の拡大を実施いた

しましたが、生徒数が伸び悩み売上高は予算を達成することが出来ませんでした。利益面におきましては、広告宣伝

費や地代家賃等の削減を進めてまいりましたが、有価証券評価損の計上により、売上高の減少をカバーするまでには

至りませんでした。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高3,205百万円（前年同期比3.5％減）、営業利益118百万円

（前年同期比33.1％減）、経常損失118百万円（前年同期比 －）、四半期純損失295百万円（前年同期比 －）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。

(1) 塾関連事業

　エリア拡大及び効率的な教室配置のため、4月から茨城県牛久市に本部を新設いたしました。また夏期講習会では長

野県箕輪町と茨城県取手市及び筑西市にて授業を開始し、その後の通常授業も実施しております。なお、当期間の学

習塾専用会場の建設は札幌市内の２棟であります。一方、当第２四半期連結累計期間においてもスクラップ＆ビルド

を積極的に推進し、16ヵ所の教室新設と７ヵ所の教室移転を実施いたしました。

　この結果、９月末における本部数は67本部、教室数は414会場（対前期末比△2）となっております。

　また、個別指導部門は北海道内10都市と仙台市、福島市、青森市において計35会場を開設しております。

　コンピュータを利用した学校向け教育ソフトは受注が伸び悩み、売上高は38百万円（前年同期比31.3％減）となり

ました。なお、同ソフトの導入実績校は発売開始以来累計で3,784校（対前期末比26校増）となっております。

　この結果、塾関連事業の売上高は2,676百万円（前年同期比4.1％減）、営業利益は302百万円（同16.7％減）となり

ました。

(2) スポーツ事業

　札幌市内３ヵ所に施設を構えるスポーツクラブＺｉｐは運営の効率化と経費節減に努めましたが、施設維持費が増

加したため営業利益が減少しました。

　この結果、売上高は313百万円（前年同期比0.7％減）、営業利益は3百万円（同84.6％減）となりました。

(3) その他事業

　本セグメントは物販・不動産管理など主に子会社の売上で構成されており、売上は前年並みながら、経費削減によ

り利益は前年増となりました。

　この結果、売上高は215百万円（前年同期比0.2％増）、営業利益は18百万円（同32.5％増）となりました。

 

※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。従いまして、当第2四半期連結累計期間

の四半期連結損益計算書と前年同四半期連結累計期間の中間連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同四

半期比較に関する情報は参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 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における資産合計は、24,196百万円と、前連結会計年度末より545百万円の減少となり

ました。

　流動資産につきましては、満期保有目的公社債が前連結会計年度末より283百万円増加し、また現金及び預金が427

百万円増加したことなどにより、合計で965百万円増加しました。

　固定資産につきましては、投資その他の資産が前連結会計年度末より1,449百万円減少したことなどから、合計で

1,511百万円減少しました。

　負債につきましては、前受金が前連結会計年度末より505百万円増加しましたが、未払金や未払法人税等の減少によ

り合計では前連結会計年度末より113百万円減少しました。

　純資産につきましては、利益剰余金の減少により前連結会計年度末より432百万円減少しました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ362百万円増加し、3,342百万

円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は762百万円となりました。主な要因は、前受金の増加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）

　投資活動の結果使用した資金は181百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の取得688百万円によるもので

あります。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は197百万円となりました。主な要因は、配当金の支払額199百万円によるものであり

ます。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　ここに来て急激に株安・円高が進行してきたため、先行き不透明感が一挙に増大しております。これによる個人の

消費抑制は今まで以上に進むものと思われますので、教育産業にとっては厳しい経営環境が続くものと予想されま

す。

　当社グループは、引き続き経費削減を推進すると同時に、売上の回復を図るべく、冬期講習会の受講者数増に向け

た教室ネット網の拡充と募集戦略の強化を進めてまいります。

　なお、平成20年11月7日発表の業績予想からの変更はございません。

　

 

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

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。　　

 

（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

　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。
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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 3,350,361 2,923,343

受取手形及び売掛金 63,495 80,447

有価証券 1,332,161 1,057,681

たな卸資産 21,462 28,006

繰延税金資産 422,084 106,230

その他 237,610 265,542

貸倒引当金 △843 △544

流動資産合計 5,426,331 4,460,707

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,936,110 8,770,721

減価償却累計額 △4,588,704 △4,464,142

建物及び構築物（純額） 4,347,405 4,306,579

機械装置及び運搬具 489,695 482,064

減価償却累計額 △411,750 △399,928

機械装置及び運搬具（純額） 77,945 82,136

土地 3,334,204 3,370,120

その他 901,184 885,314

減価償却累計額 △750,480 △734,813

その他（純額） 150,703 150,500

建設仮勘定 2,663 65,405

有形固定資産合計 7,912,923 7,974,741

無形固定資産   

ソフトウエア 9,335 9,551

電話加入権 23,071 23,071

施設利用権 9,625 9,659

無形固定資産合計 42,031 42,282

投資その他の資産   

投資有価証券 8,696,120 10,005,259

繰延税金資産 855,244 896,713

敷金及び保証金 386,259 393,054

長期預金 600,000 700,000

その他 277,809 269,619

投資その他の資産合計 10,815,433 12,264,646

固定資産合計 18,770,388 20,281,670

資産合計 24,196,719 24,742,378



（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 53,660 93,136

未払金 62,682 375,658

未払法人税等 4,611 247,679

未払費用 259,931 276,253

前受金 914,984 409,883

その他 69,732 67,680

流動負債合計 1,365,602 1,470,291

固定負債   

役員退職慰労引当金 268,415 275,384

退職給付引当金 107,646 105,913

その他 30,341 33,591

固定負債合計 406,403 414,890

負債合計 1,772,005 1,885,181

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,984,100 3,984,100

資本剰余金 3,344,000 3,344,000

利益剰余金 15,654,338 16,151,411

自己株式 △45,399 △49,099

株主資本合計 22,937,039 23,430,411

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △512,325 △573,214

評価・換算差額等合計 △512,325 △573,214

純資産合計 22,424,714 22,857,196

負債純資産合計 24,196,719 24,742,378



（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 3,205,642

売上原価 2,490,351

売上総利益 715,290

販売費及び一般管理費 596,724

営業利益 118,566

営業外収益  

受取利息 168,964

受取配当金 42,803

その他 14,773

営業外収益合計 226,540

営業外費用  

有価証券償還損 16,001

有価証券売却損 91,730

有価証券評価損 235,274

為替差損 120,062

その他 422

営業外費用合計 463,490

経常損失（△） △118,383

特別損失  

固定資産除却損 13,525

投資有価証券評価損 340,900

減損損失 92,384

その他 2,858

特別損失合計 449,668

税金等調整前四半期純損失（△） △568,051

法人税等 △272,667

四半期純損失（△） △295,384



（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（△） △568,051

減価償却費 192,921

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,732

貸倒引当金の増減額（△は減少） 299

未払費用の増減額（△は減少） △16,322

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,969

受取利息及び受取配当金 △211,767

為替差損益（△は益） 120,062

減損損失 92,384

有価証券評価損益（△は益） 235,274

投資有価証券評価損益（△は益） 340,900

有価証券売却損益（△は益） 107,731

固定資産除却損 13,525

売上債権の増減額（△は増加） 16,952

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,544

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,999

仕入債務の増減額（△は減少） △39,476

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,556

その他の流動負債の増減額（△は減少） 33,682

未払金の増減額（△は減少） 13,911

前受金の増減額（△は減少） 505,100

その他 2,056

小計 825,936

利息及び配当金の受取額 241,699

法人税等の支払額 △305,144

営業活動によるキャッシュ・フロー 762,490

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 △185,000

定期預金の払戻による収入 230,000

有価証券の償還による収入 270,590

有形固定資産の取得による支出 △533,900

投資有価証券の取得による支出 △688,082

投資有価証券の売却による収入 719,367

敷金及び保証金の差入による支出 △11,972

敷金及び保証金の回収による収入 17,642

その他 △444

投資活動によるキャッシュ・フロー △181,799



（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  

配当金の支払額 △199,766

その他 1,778

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,988

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 362,822

現金及び現金同等物の期首残高 2,979,465

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,342,287



　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。

（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2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年9月30日）

 
塾関連事業
（千円）

スポーツ事
業（千円）

その他
（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 2,676,504 313,185 215,951 3,205,642  3,205,642

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 108,250 108,250 (108,250) －

計 2,676,504 313,185 324,201 3,313,892 (108,250) 3,205,642

営業利益 302,975 3,372 18,867 325,216 (206,649) 118,566

　(注)　１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。　　　

　　　　２　各事業の主な製品

 　　　　　(1)　塾関連事業　　　　　学習指導、塾教材、教育ソフト

　　　　　 (2)　スポーツ事業　　　　スポーツクラブ経営

　　　　　 (3)　その他　　　　　　　不動産賃貸・管理、事務用品・機器の販売

 

〔所在地別セグメント情報〕

　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）　

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。　

〔海外売上高〕

　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）　

　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。

－ 3 －



「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
（自　平成19年4月1日
至　平成19年9月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  3,320,736 100.0

Ⅱ　売上原価  2,508,035 75.5

売上総利益  812,700 24.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  635,518 19.2

営業利益  177,181 5.3

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 299,719   

２．受取配当金 36,800   

３．有価証券売却益 46,328   

４. 為替差益　 64,054   

５. その他　 7,695 454,598 13.7

Ⅴ　営業外費用    

１．有価証券評価損 135,991   

２．有価証券償還損 6,150   

３．その他 632 142,773 4.3

経常利益  489,007 14.7

Ⅵ　特別損失    

１．固定資産除却損 23,945   

２．投資有価証券評価損 16,674   

３．過年度退職給付引当金繰入
額

137,295   

４. その他　 50 177,964 5.3

税金等調整前中間純利益  311,042 9.4

法人税等  151,953 4.6

中間純利益  159,088 4.8

－ 4 －



（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
（自　平成19年4月1日
至　平成19年9月30日）

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 311,042

減価償却費　 189,550

貸倒引当金の増減額（減少：△）　 △682

未払費用の増減額（減少：△） △6,440

退職給付引当金の増減額（減少：△） 93,472

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）　 △25,676

受取利息及び受取配当金　 △336,520

有価証券評価損益（評価益：△）　 135,991

有価証券償還損　 6,150

投資有価証券評価損　 16,674

為替差損益（差益：△）　 △64,054

有価証券売却損益（売却益：△）　 △46,328

固定資産除却損　 23,945

売上債権の増減額（増加：△）　 2,331

たな卸資産の増減額（増加：△）　 14,687

その他流動資産の増減額（増加：△）　 208,994

仕入債務の増減額（減少：△）　 △49,929

未払消費税等の増減額（減少：△）　 20,367

未払金の増減額（減少：△）　 △253,366

前受金の増減額（減少：△）　 551,242

その他流動負債の増減額（減少：△）　 24,026

その他　 47,408

小計 862,886

利息及び配当金の受取額 355,877

法人税等の支払額 △589,801

営業活動によるキャッシュ・フロー 628,962

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　 △130,000

定期預金の払戻による収入　 430,000

有価証券の取得による支出　 △300,000

有価証券の償還による収入 358,541

有形固定資産の取得による支出　 △436,766

無形固定資産の取得による支出　 △4,386

無形固定資産の売却による収入　 800

投資有価証券の取得による支出　 △3,598,246

－ 5 －



前中間連結会計期間
（自　平成19年4月1日
至　平成19年9月30日）

区分 金額（千円）

投資有価証券の売却による収入　 2,269,209

敷金・保証金の取得による支出　 △31,968

敷金・保証金の払戻による収入　 29,568

保険積立金の積立による支出　 △3,497

長期貸付金の回収による収入　 5,722

その他　 214

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,410,808

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額　 △318,199

自己株式の処分による収入 10,490

財務活動によるキャッシュ・フロー △307,709

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 31,765

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △1,057,789

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,792,654

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 2,734,864

（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（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

塾関連事業
（千円）

スポーツ事業
（千円）

その他
（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 2,789,678 315,466 215,590 3,320,736 － 3,320,736

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 108,548 108,548 (108,548) －

計 2,789,678 315,466 324,139 3,429,284 (108,548) 3,320,736

営業費用 2,425,915 293,506 309,897 3,029,318 114,235 3,143,554

営業利益 363,762 21,960 14,242 399,965 (222,783) 177,181

　（注）　

 

〔所在地別セグメント情報〕

　前中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、

該当事項はありません。

 

〔海外売上高〕

　前中間連結会計期間において海外売上高はないため、該当事項はありません。

－ 6 －
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