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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

※ 21年３月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。  

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,003 ― 87 ― 93 ― 53 ―

20年3月期第2四半期 1,040 21.5 90 97.5 94 140.8 53 151.8

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 859.39 ―

20年3月期第2四半期 878.69 823.18

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 3,134 2,679 85.5 43,117.98
20年3月期 3,211 2,683 83.5 43,246.65

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,679百万円 20年3月期  2,683百万円

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 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 750.00 750.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 2,130 0.8 264 2.3 270 1.5 154 1.4 2,482.18

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  63,349株 20年3月期  62,649株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,207株 20年3月期  607株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  61,980株 20年3月期第2四半期  61,193株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   ・当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
   ・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見直しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等
により、上記予想数値と異なる場合があります。  
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、原材料の高騰、更には米国のサブプライムローン問題に端を発し

た世界的な金融市場の混乱による影響が実態経済に波及しはじめるなど景気の減速傾向が強まる状況となりまし

た。 

 このような状況のなか「国際社会に貢献できるビジネス・リーダー」を輩出すべく実践的なプログラムの開発と

遠隔教育システムの拡充を図ってまいりました。 

 今期、ビジネス・ブレークスルー大学院大学では、グローバリゼーション専攻を新設するとともに収容定員が増

加し、また前期末、オープンカレッジに新規講座として“グローバルリーダーのための実践英語「Practical 

English for Global Leaders」”を開講しており受講生数の増加要因がありました。また、同じく前期よりサービ

スを開始した、卒業・修了生を対象とした会員サービスが堅調に推移しました。 

 一方、一部収益性の低い企業研修等の見直しや教材等の電子媒体への移行を図るとともに、社内業務システムの

開発に継続して取組み、収益性の強化と運営業務の効率化に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は1,003百万円、営業利益は87百万円、経常利益は93百万円、

四半期純利益は53百万円となりました。 

  

  

  

  

(流動資産) 

 当第２四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べて3.4％減少し、2,707百万円となりました。

これは主に、売掛金が102百万円減少したことによるものであります。 

  (固定資産） 

  当第２四半期会計期間末における固定資産は、前事業年度末に比べて4.8％増加し427百万円となりました。これ

は主に無形固定資産が16百万円増加したことによるものであります。 

(負債) 

  当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べて13.9％減少し、455百万円となりました。

これは主に未払法人税等が52百万円減少したことによるものです。 

(純資産) 

  当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて0.1％減少し、2,679百万円となりました。こ

れは主に四半期純利益53百万円であったものの、配当金の支払いによる利益剰余金の減少62百万円及び自己株式の

取得29百万円があったことによるものです。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 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
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当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ15百万円減

少し、当第２四半期末には2,455百万円となりました。 

(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80百万円となりました。これは主に法人税等の支払額88百万円があったものの、

税引前四半期純利益が93百万円であったこと及び売上債権の減少額102百万円があったことによるものです。 

(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40百万円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出23百万円によ

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54百万円となりました。これは主に配当金の支払い59百万円によるものでありま

す。 

  

  

今後の見通しにつきましては、世界的な金融市場の混乱が企業収益や個人消費など実態経済に影響し、国内景気

は、引き続き減速傾向を強めつつ推移すると思われます。また、当社を取り巻く環境におきましても、消費者心理

や企業の研修予算の執行、実施規模に影響を及ぼすものと予想されます。 

 業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の業績が、当初計画を若干上回るものの、このような環境を踏

まえ、平成20年５月15日に発表した通期業績予想を修正せず、据え置いております。 

  

 該当事項はありません。 

  

１．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に

従い四半期財務諸表を作成しております。 

２．「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を当事業年度から適用し、評価基準については、

原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありません。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

－3－



 

5. 【四半期財務諸表】

 (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,455,217 1,270,410 

売掛金 157,206 260,188 

有価証券 － 1,199,846 

原材料 － 2,530 

仕掛品 49,736 49,563 

前払費用 25,017 10,306 

繰延税金資産 4,984 8,692 

その他 17,406 4,579 

貸倒引当金 △2,140 △2,219 

流動資産合計 2,707,428 2,803,897 

固定資産 

有形固定資産 201,337 203,673 

無形固定資産 

借地権 84,671 84,671 

商標権 2,157 2,357 

ソフトウエア 99,758 87,477 

電話加入権 1,335 1,335 

ソフトウエア仮勘定 4,788 － 

無形固定資産合計 192,711 175,841 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,000 － 

差入保証金 28,269 28,269 

その他 53 53 

投資その他の資産合計 33,322 28,322 

固定資産合計 427,371 407,837 

資産合計 3,134,800 3,211,734 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,194 2,200 

未払金 12,142 2,440 

未払費用 95,784 113,911 

未払法人税等 40,347 92,636 

未払消費税等 4,457 12,446 

未払配当金 2,739 － 

前受金 291,932 295,526 

預り金 6,500 6,943 

その他 264 2,519 

流動負債合計 455,362 528,626 

負債合計 455,362 528,626 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,477,525 1,460,025 

資本剰余金 1,125,045 1,107,545 

利益剰余金 143,616 152,392 

自己株式 △66,750 △36,855 

株主資本合計 2,679,437 2,683,108 

純資産合計 2,679,437 2,683,108 

負債純資産合計 3,134,800 3,211,734 
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,003,580 

売上原価 373,214 

売上総利益 630,366 

販売費及び一般管理費 542,665 

営業利益 87,700 

営業外収益 

受取利息 5,070 

有価証券利息 1,493 

その他 974 

営業外収益合計 7,538 

営業外費用 

株式交付費 559 

固定資産除却損 513 

支払手数料 191 

その他 101 

営業外費用合計 1,366 

経常利益 93,872 

税引前四半期純利益 93,872 

法人税、住民税及び事業税 36,899 

法人税等調整額 3,707 

法人税等合計 40,607 

四半期純利益 53,265 
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 (3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(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 

税引前四半期純利益 93,872 

減価償却費 31,441 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △79 

受取利息 △6,564 

固定資産除却損 513 

売上債権の増減額（△は増加） 102,981 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,357 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,006 

未払費用の増減額（△は減少） △18,127 

前受金の増減額（△は減少） △3,594 

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,988 

その他 △30,943 

小計 162,863 

利息の受取額 5,727 

法人税等の支払額 △88,120 

営業活動によるキャッシュ・フロー 80,469 

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 △14,335 

無形固定資産の取得による支出 △23,109 

投資有価証券の取得による支出 △5,000 

その他 1,815 

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,630 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 35,000 

自己株式の取得による支出 △30,086 

配当金の支払額 △59,303 

株式の発行による支出 △523 

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,913 

現金及び現金同等物に係る換算差額 34 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,039 

現金及び現金同等物の期首残高 2,470,256 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,455,217 
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

  

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  該当事項はありません。 

  

（千円）     

   
※ 当第２四半期累計期間に市場から29,895千円を取得いたしました。 

  

  当社は、遠隔型マネジメント教育を主たる事業としており、提供するサービスの性格上、生産及び受

注という形態をとっていないため、記載しておりません。 

  

   当第２四半期累計期間における販売実績をサービスごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 相手先別の販売実績が、総販売実績に対し10％以上のものはありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前事業年度末残高 1,460,025 1,107,545 152,392 △ 36,855 2,683,108

当第２四半期会計期間末までの変動額

 新株の発行 17,500 17,500 ─ ─ 35,000

 剰余金の配当 ─ ─ △ 62,042 ─ △ 62,042

 四半期純利益 ─ ─ 53,265 ─ 53,265

 自己株式の取得 ※ ─ ─ ─ △ 29,895 △ 29,895

当第２四半期会計期間末までの変動額合
計

17,500 17,500 △ 8,776 △ 29,895 △3,671

当第２四半期会計期間末残高 1,477,525 1,125,045 143,616 △ 66,750 2,679,437

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績及び受注状況

(2) 販売実績

区分
当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年９月30日)

マネジメント教育サービス 872,822

経営コンテンツメディアサービス 130,757

合計(千円) 1,003,580
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(要約) 前中間損益計算書 

 
  

「参考」

前中間会計期間

(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 売上高 1,040,557

Ⅱ 売上原価 432,831

   売上総利益 607,726

Ⅲ 販売費及び一般管理費 517,203

   営業利益 90,523

Ⅳ 営業外収益 8,128

Ⅴ 営業外費用 3,704

   経常利益 94,947

   税引前中間純利益 94,947

   法人税、住民税及び事業税 39,732

   法人税等調整額 1,445 41,177

   中間純利益 53,769
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(要約) 前中間キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前中間会計期間

(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

 １ 税引前中間純利益 94,947

 ２ 減価償却費 32,395

 ３ 貸倒引当金の増減額(△減少額) △283

 ４ 受取利息 △ 5,785

 ５ 固定資産除却損 1,406

 ６ 売上債権の減少額(△増加額) △40,394

 ７ たな卸資産の減少額(△増加額) 5,735

 ８ 仕入債務の増加額(△減少額) △243

 ９ 未払費用の増加額(△減少額) △7,861

 10 前受金の増加額 203

 11 未払消費税等の増加額(△減少額) △ 293

 12 その他 △5,255

    小計 74,572

 13 利息の受取額 5,824

 14 法人税等の支払額 △ 58,483

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

21,913

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △ 47,977

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △ 26,817

 ３ 保証金の差入による支出 △ 98

 ４ 保証金の戻入による収入 24,834

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 50,058

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 株式の発行による収入 101,000

 ２ 自己株式の取得による支出 △1,075

 ３ 新株発行に伴う支出 △ 1,173

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

98,750

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△35

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は 
  減少額(△)

70,570

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

2,309,337

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末残高

2,379,908

－9－




