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１．平成21年２月期第３四半期の連結業績（平成20年３月１日　～　平成20年11月30日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第３四半期 8,366 △4.1 △175 － △219 － △163 －

20年２月期第３四半期 8,720 △0.2 △230 － △290 － △325 －

20年２月期 12,297  265  198  △96  

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

21年２月期第３四半期 △19 53

20年２月期第３四半期 △38 78

20年２月期 △11 51

(2）連結財政状態  

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２月期第３四半期 8,375 2,672 31.9 318 23

20年２月期第３四半期 8,617 2,626 30.5 313 12

20年２月期 8,761 2,851 32.5 339 57

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年２月期第３四半期 342 △239 △222 467

20年２月期第３四半期 △46 △1,250 1,010 382

20年２月期 585 △1,368 705 592
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

20年２月期第３四半期 － －

21年２月期第３四半期 － －

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日　～　平成21年２月28日）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

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 12,920 5.1 271 2.2 205 3.2 103 － 12 28

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　無

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況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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【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３四半期におけるわが国の経済は、世界経済が一段と減速するなかで、企業収益の減少、雇用情勢の悪化など、

景気の状況がさらに厳しくなる不安を残しながら推移しました。

　当業界におきましても、家計における教育費の負担感から、価格競争等も一部では見られるなど経営環境も厳しくなっ

ております。また一方では、ソフト開発やＤＶＤを利用した授業など、新たな学習ツールの模索も進んでおります。

　このような状況の中、当社グループ（当社及び連結子会社。以下同様。）では「自立型人間育成プログラム～リーチ

ングを柱にした顧客創造と感動創出・従業員の自立と成長」を掲げて取り組みました。「心・技・体＋生活」に着目し、

これらの質を高めていくスキルを習得できるよう開発したリーチングのプログラムを導入することにより、創業以来の

教育理念「学力と人間性の向上」を、より体系的に実践いたしました。現在、受講者も1,200名を超え、さまざまな成功

体験が報告されております。現在は、中学生を対象とした授業を行っておりますが、来期には小学生・高校生を対象と

したプログラムを導入すべく、開発を進めております。

　また、新たな事業として、家庭支援事業への参入を進めました。「京進家庭支援事業“笑顔の絶えない家庭をめざし

て”」は、家庭が少子化・核家族化・都市化など多くの環境変化により、本来の役割を果たしにくくなっている現状を

踏まえ、家庭が健康であり続けることをサポートする趣旨で事業化するものです。０歳から９歳のお子様がおられるご

家庭を対象とし、「家庭力診断テスト」「研修プログラム」「ＳＮＳ家庭支援サイト“いちご”」などの整備をし、平

成21年３月より本格稼動する予定であります。なお、当事業化に当たっては、複数の大学教授と提携し、相互協力のも

と、プログラム開発を行っております。

　第３四半期の教室展開については、個別指導教室「京進スクール・ワン」のフランチャイズで、４校が新設開校、１

校を直営化、１校を閉鎖し70校となり、直営269校とあわせて京進ブランドで339校となりました。

　生徒数については、前年同期比96.3％となりました。結果として、売上高83億66百万円（前年同期比95.9％）、経常

損失２億19百万円（前年同期　経常損失２億90百万円）、賞与引当金戻入益１億４百万円を特別利益に計上したことに

より、四半期純損失１億63百万円（前年同期　四半期純損失３億25百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第３四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ３億86百万円減少し、83億75百万円となりました。その主

な要因は、有形固定資産の減少額２億20百万円、現金及び預金の減少額１億５百万円によるものであります。

  なお、純資産は26億72百万円となり、自己資本比率は31.9％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

  当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は４億67百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億24百万

円の減少となりました。

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」は３億42百万円の収入となり、前年同期に比べ３億88百万円の増加となりま

した。減価償却費３億６百万円、売上債権・前受金１億48百万円、減損損失１億21百万円、税金等調整前四半期純利益

△２億39百万円が主なものであります。

  「投資活動によるキャッシュ・フロー」は２億39百万円の支出となり、前年同期に比べ10億11百万円の支出減少とな

りました。これは主に今年度は大型設備投資がなかったことによります。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は２億22百万円の支出となりました。これは長期借入金による収入が５億円

ありましたが、長期借入金の返済５億33百万円、短期借入金の純減額１億30百万円及び社債の償還57百万円の支出があっ

たことによります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年４月14日に発表した平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）については、

現時点において変更はありません。

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用

 　　該当事項はありません。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

 　　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成20年2月期
第3四半期末）

当四半期
（平成21年2月期
第3四半期末）

増減
（参考）

平成20年2月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ流動資産      

 1.現金及び預金 680,262 805,520 125,258  911,300

 2.売掛金 236,880 210,286 △26,593  305,246

 3.たな卸資産 75,260 89,532 14,271  113,549

 4.繰延税金資産 134,360 131,753 △2,607  123,764

 5.その他 313,937 271,645 △42,291  225,360

 6.貸倒引当金 △27,002 △38,112 △11,109  △29,772

流動資産合計 1,413,698 1,470,627 56,928 4.0 1,649,447

Ⅱ固定資産      

(1)有形固定資産      

  1.建物及び構築物 2,963,165 2,685,965 △277,199  2,857,315

  2.土地 1,694,618 1,651,614 △43,004  1,651,614

  3.その他 263,468 180,488 △82,979  229,203

有形固定資産合計 4,921,252 4,518,069 △403,183 △8.2 4,738,134

(2)無形固定資産      

無形固定資産合計 282,711 248,149 △34,562 △12.2 285,637

(3)投資その他の資産      

  1.投資有価証券 160,870 115,455 △45,414  132,064

  2.繰延税金資産 526,082 702,440 176,358  600,481

  3.敷金・保証金 1,215,133 1,180,957 △34,175  1,204,035

  4.その他 103,194 145,546 42,352  159,087

  5.貸倒引当金 △5,101 △6,184 △1,083  △7,177

 　投資その他資産合計 2,000,179 2,138,215 138,036 6.9 2,088,492

   固定資産合計 7,204,143 6,904,433 △299,710 △4.2 7,112,264

　 資産合計 8,617,842 8,375,060 △242,781 △2.8 8,761,712
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科目

前年同四半期
（平成20年2月期
第3四半期末）

当四半期
（平成21年2月期
第3四半期末）

増減
（参考）

平成20年2月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部)      

 Ⅰ流動負債      

　1.買掛金 29,921 21,743 △8,177  63,502

　2.短期借入金 1,205,000 820,000 △385,000  950,000

　3.一年以内償還予定社債 － 72,000 72,000  72,000

　4.一年以内返済予定長期
　　借入金 

662,914 669,431 6,517  659,157

　5.未払金 398,442 423,167 24,725  501,199

　6.未払法人税等 5,840 13,611 7,771  56,437

　7.繰延税金負債 12 8 △4  8

　8.賞与引当金 241,628 213,790 △27,837  214,099

　9.その他 231,095 299,672 68,576  240,799

流動負債合計 2,774,854 2,533,426 △241,428 △8.7 2,757,204

 Ⅱ固定負債      

　1.社債 678,400 534,400 △144,000  592,000

　2.長期借入金 1,505,265 1,430,998 △74,267  1,474,549

　3.退職給付引当金 830,636 985,023 154,387  879,610

　4.役員退職慰労引当金 192,671 206,125 13,454  196,256

　5.その他 9,111 12,638 3,526  11,012

固定負債合計 3,216,083 3,169,185 △46,898 △1.5 3,153,427

負債合計 5,990,938 5,702,611 △288,327 △4.8 5,910,632

 (純資産の部)      

 Ⅰ株主資本      

　1.資本金 327,893 327,893 －  327,893

　2.資本剰余金 263,954 263,954 －  263,954

　3.利益剰余金 1,981,135 2,046,015 64,880  2,209,863

　4.自己株式 △1,395 △1,413 △18  △1,395

 　 株主資本合計 2,571,587 2,636,449 64,861 2.5 2,800,314

 Ⅱ評価・換算差額等      

　1.その他有価証券評価差
　　額金

32,691 19,456 △13,235  26,157

　2.為替換算調整勘定 20,796 13,862 △6,934  22,345

 　 評価・為替差額等合計 53,487 33,318 △20,169 △37.7 48,503

 Ⅲ少数株主持分 1,828 2,681 852 46.6 2,261

純資産合計 2,626,903 2,672,449 45,545 1.7 2,851,080

負債・純資産合計 8,617,842 8,375,060 △242,781 △2.8 8,761,712
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年2月期
第3四半期）

当四半期
（平成21年2月期
第3四半期）

増減
（参考）

平成20年2月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 8,720,720 8,366,366 △354,353 △4.1 12,297,455

Ⅱ　売上原価 6,618,921 6,441,135 △177,786 △2.7 9,005,326

売上総利益 2,101,799 1,925,231 △176,567 △8.4 3,292,129

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,332,501 2,100,795 △231,706 △9.9 3,027,060

営業利益 △230,702 △175,563 55,138 － 265,068

Ⅳ　営業外収益 8,494 11,994 3,499 41.2 20,825

Ⅴ　営業外費用 67,793 55,939 △11,853 △17.5 87,211

経常利益 △290,001 △219,509 70,491 － 198,683

Ⅵ　特別利益 706 104,797 104,091 － －

Ⅶ　特別損失 61,132 125,275 64,143 104.9 245,812

税金等調整前四半期(当
期)純利益

△350,427 △239,987 110,439 － △47,129

法人税、住民税及び事業
税

23,913 23,722 △191 △0.8 157,390

法人税等調整額 △47,730 △100,293 △52,563 － △107,069

少数株主損益 △1,285 431 1,716 － △852

四半期(当期)純利益 △325,325 △163,847 161,478 － △96,598
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第3四半期連結会計期間（自　平成19年3月1日　至　平成19年11月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年2月28日　残高　(千円) 327,893 263,954 2,348,408 △1,395 2,938,860

第3四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　(千円) － － △41,947 － △41,947

四半期純利益　(千円) － － △325,325 － △325,325

株主資本以外の項目の第3四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）　(千円)

－ － － － －

第3四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － △367,273 － △367,273

平成19年11月30日　残高　(千円) 327,893 263,954 1,981,135 △1,395 2,571,587

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成19年2月28日　残高　(千円) 49,060 12,823 61,883 622 3,001,367

第3四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　(千円) － － － － △41,947

四半期純利益　(千円) － － － － △325,325

株主資本以外の項目の第3四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）　(千円)

△16,369 7,972 △8,396 1,206 △7,190

第3四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

△16,369 7,972 △8,396 1,206 △374,463

平成19年11月30日　残高　(千円) 32,691 20,796 53,487 1,828 2,626,903
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当第3四半期連結会計期間（自　平成20年3月1日　至　平成20年11月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年2月29日　残高　(千円) 327,893 263,954 2,209,863 △1,395 2,800,314

第3四半期連結会計期間中の変動額

四半期純利益　(千円) － － △163,847 － △163,847

自己株式の取得　(千円) － － － △18 △18

株主資本以外の項目の第3四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）　(千円)

－ － － － －

第3四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － △163,847 △18 △163,865

平成20年11月30日　残高　(千円) 327,893 263,954 2,046,015 △1,413 2,636,449

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成20年2月29日　残高　(千円) 26,157 22,345 48,503 2,261 2,851,080

第3四半期連結会計期間中の変動額

四半期純利益　(千円) － － － － △163,847

自己株式の取得　(千円) － － － － △18

株主資本以外の項目の第3四半期
連結会計期間中の変動額（純
額）　(千円)

△6,701 △8,483 △15,184 419 △14,765

第3四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

△6,701 △8,483 △15,184 419 △178,630

平成20年11月30日　残高　(千円) 19,456 13,862 33,318 2,681 2,672,449
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年2月28日　残高　(千円) 327,893 263,954 2,348,408 △1,395 2,938,860

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　(千円) － － △41,947 － △41,947

当期純損失　(千円) － － △96,598 － △96,598

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額) (千円)

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － △138,545 － △138,545

平成20年2月29日　残高　(千円) 327,893 263,954 2,209,863 △1,395 2,800,314

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成19年2月28日　残高　(千円) 49,060 12,823 61,883 622 3,001,367

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　(千円) － － － － △41,947

当期純損失　(千円) － － － － △96,598

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額) (千円)

△22,902 9,522 △13,380 1,638 △11,741

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△22,902 9,522 △13,380 1,638 △150,287

平成20年2月29日　残高　(千円) 26,157 22,345 48,503 2,261 2,851,080

－ 9 －



(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年2月期
第3四半期）

当四半期
（平成21年2月期
第3四半期）

（参考）
平成20年2月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

   

税金等調整前四半期
(当期)純利益 

△350,427 △239,987 △47,129

減価償却費 302,141 306,161 418,559

長期前払費用償却 28,618 20,136 35,275

退職給付引当金増加額 80,286 105,413 129,260

役員退職慰労引当金増加額 5,614 9,869 9,199

賞与引当金増減額 30,050 △309 2,521

貸倒引当金増加額 5,892 7,347 10,738

受取利息及び受取配当金 △2,903 △3,012 △8,236

支払利息 47,891 52,360 65,649

社債発行費償却 11,541 － 11,541

投資有価証券評価損 － 251 17,806

有形固定資産売却損 3,744 － －

有形固定資産処分損 15,358 3,261 22,927

減損損失 39,376 121,762 205,078

売上債権の減少額 69,792 95,112 1,492

たな卸資産の減少額 39,342 24,057 1,066

前受金の増加額 64,166 53,071 9,154

仕入債務の増加額 △39,394 △41,758 △5,703

未払消費税等の増減額 △66,398 27,479 △49,193

その他 △231,381 △87,102 △29,729

小計 53,312 454,116 800,280

利息及び配当金の受取額 2,259 6,024 6,874

利息の支払額 △46,239 △51,846 △65,729

法人税等の支払額 △55,436 △66,150 △155,426

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

△46,103 342,143 585,999

－ 10 －



前年同四半期
（平成20年2月期
第3四半期）

当四半期
（平成21年2月期
第3四半期）

（参考）
平成20年2月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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 △34,406 △5,047 △51,368

有形固定資産の取得による支出 △1,082,253 △217,660 △1,176,402

有形固定資産の売却による収入 2,628 － 2,628

無形固定資産の取得による支出 △162,074 △30,813 △115,873

長期前払費用の取得による支出 △10,833 △15,669 △16,045

敷金・保証金の増加額 △18,253 △2,616 △65,559

敷金・保証金の減少額 52,170 25,920 55,531

貸付による支出 △100 △780 △5,450

貸付金の回収による収入 3,075 7,630 4,387

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△1,250,047 △239,034 △1,368,153

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

短期借入金の純増減額 236,000 △130,000 △19,000

長期借入金による収入 850,000 500,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △503,861 △533,277 △688,334

社債の発行による収入 466,858 － 488,458

社債の償還による支出 － △57,600 △36,000

自己株式の取得による支出 － △18 －

配当金の支出額 △41,569 △1,223 △41,712

少数株主からの払込みによる
収入 

2,491 － 2,491

その他 200 － －

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

1,010,120 △222,119 705,902

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

340 △5,684 142

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又
は減少額）

△285,689 △124,694 △76,108

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 668,459 592,350 668,459

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 382,769 467,655 592,350

－ 11 －



６．四半期個別財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成20年2月期
第3四半期末）

当四半期
（平成21年2月期
第3四半期末）

増減
（参考）

平成20年2月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ流動資産      

 1.現金及び預金 483,509 615,061 131,552  698,517

 2.売掛金 234,523 208,765 △25,758  302,137

 3.たな卸資産 74,728 88,920 14,192  98,977

 4.繰延税金資産 134,316 131,711 △2,605  123,730

 5.その他 333,918 266,814 △67,104  236,030

 6.貸倒引当金 △27,002 △38,105 △11,103  △29,772

流動資産合計 1,233,993 1,273,167 39,173 3.2 1,429,621

Ⅱ固定資産      

 (1)有形固定資産      

 　1.建物及び構築物 2,963,165 2,685,965 △277,199  2,857,315

 　2.土地 1,694,618 1,651,614 △43,004  1,651,614

 　3.その他 262,138 179,446 △82,692  227,769

 　有形固定資産合計 4,919,923 4,517,026 △402,896 △8.2 4,736,699

 (2)無形固定資産      

 　無形固定資産合計 282,565 247,984 △34,581 △12.2 285,439

 (3)投資その他の資産      

 　1.投資有価証券 160,870 115,455 △45,414  132,064

 　2.繰延税金資産 526,082 702,440 176,358  600,481

 　3.敷金・保証金 1,212,133 1,177,957 △34,175  1,201,035

 　4.その他 276,030 332,682 56,652  346,671

 　5.貸倒引当金 △70,700 △85,862 △15,162  △82,225

 　投資その他の資産合計 2,104,416 2,242,673 138,257 6.6 2,198,028

固定資産合計 7,306,905 7,007,685 △299,219 △4.1 7,220,167

資産合計 8,540,899 8,280,852 △260,046 △3.0 8,649,789

－ 12 －



科目

前年同四半期
（平成20年2月期
第3四半期末）

当四半期
（平成21年2月期
第3四半期末）

増減
（参考）

平成20年2月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ流動負債      

 1.買掛金 30,674 19,035 △11,639  61,611

 2.短期借入金 1,205,000 820,000 △385,000  950,000

 3.一年以内償還予定社債 － 72,000 72,000  72,000

 4.一年以内返済予定長期
　 借入金

662,914 669,431 6,517  659,157

 5.未払金 394,847 424,079 29,231  502,844

 6.未払法人税等 5,506 12,643 7,137  52,984

 7.賞与引当金 241,628 213,790 △27,837  214,099

 8.その他 239,729 303,557 63,827  226,019

流動負債合計 2,780,300 2,534,536 △245,763 △8.8 2,738,715

Ⅱ固定負債      

 1.社債 678,400 534,400 △144,000  592,000

 2.長期借入金 1,505,265 1,430,998 △74,267  1,474,549

 3.退職給付引当金 830,636 985,023 154,387  879,610

 4.役員退職慰労引当金 192,671 206,125 13,454  196,256

 5.その他 9,111 12,638 3,526  11,012

固定負債合計 3,216,083 3,169,185 △46,898 △1.5 3,153,427

負債合計 5,996,384 5,703,722 △292,661 △4.9 5,892,143

（純資産の部）      

Ⅰ株主資本      

 1.資本金 327,893 327,893 －  327,893

 2.資本剰余金 263,954 263,954 －  263,954

 3.利益剰余金      

 （1）利益準備金 41,000 41,000 －  41,000

 （2）その他利益剰余金      

 　　 任意積立金 1,310,000 1,310,000 －  1,310,000

 　　 繰越利益剰余金 570,372 616,241 45,869  790,036

 　　 利益剰余金合計 1,921,372 1,967,241 45,869  2,141,036

 4.自己株式 △1,395 △1,413 △18  △1,395

株主資本合計 2,511,823 2,557,674 45,850 1.8 2,731,488

Ⅱ評価・換算差額等      

 1.その他有価証券評価
   差額金

32,691 19,456 △13,235  26,157

評価・換算差額等
合計

32,691 19,456 △13,235 △40.5 26,157

純資産合計 2,544,514 2,577,130 32,615 1.3 2,757,645

負債純資産合計 8,540,899 8,280,852 △260,046 △3.0 8,649,789

－ 13 －



(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年2月期
第3四半期）

当四半期
（平成21年2月期
第3四半期）

増減
（参考）

平成20年2月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 8,619,945 8,283,167 △336,777 △3.9 12,162,779

Ⅱ　売上原価 6,548,604 6,391,319 △157,285 △2.4 8,924,657

 売上総利益 2,071,340 1,891,848 △179,492 △8.7 3,238,122

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,321,026 2,082,243 △238,782 △10.3 2,997,492

 営業利益 △249,685 △190,395 59,289 － 240,629

Ⅳ　営業外収益 9,333 13,643 4,310 46.2 18,239

Ⅴ　営業外費用 81,586 60,070 △21,515 △26.4 107,009

 経常利益 △321,938 △236,822 85,116 － 151,860

Ⅵ　特別利益 706 104,797 104,091 － －

Ⅶ　特別損失 61,132 125,118 63,986 104.7 245,812

 　　税引前四半期(当期)
　　 純利益

△382,364 △257,143 125,221 － △93,952

　　 法人税、住民税及び
     事業税

20,014 16,936 △3,077 △15.4 148,108

 　　法人税等調整額 △47,733 △100,284 △52,551 － △107,080

 　　四半期(当期)純利益 △354,645 △173,795 180,850 － △134,981

－ 14 －



(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前第3四半期会計期間（自　平成19年3月1日　至　平成19年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年2月28日　残高　(千円) 327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 966,965 2,317,965 △1,395 2,908,416

第3四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当　(千円) － － － － － △41,947 △41,947 － △41,947

四半期純利益　(千円) － － － － － △354,645 △354,645 － △354,645

株主資本以外の項目の第3四
半期会計期間中の変動額（純
額）　(千円)

－ － － － － － － － －

第3四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － － － － △396,593 △396,593 － △396,593

平成19年11月30日　残高　(千円) 327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 570,372 1,921,372 △1,395 2,511,823

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年2月28日　残高　(千円) 49,060 49,060 2,957,477

第3四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当　(千円) － － △41,947

四半期純利益　(千円) － － △354,645

株主資本以外の項目の第3四半
期会計期間中の変動額（純
額）　(千円)

△16,369 △16,369 △16,369

第3四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

△16,369 △16,369 △412,962

平成19年11月30日　残高　(千円) 32,691 32,691 2,544,514

－ 15 －



当第3四半期会計期間（自　平成20年3月1日　至　平成20年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

任意積立金
繰越利益剰
余金

平成20年2月29日　残高　(千円) 327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 790,036 2,141,036 △1,395 2,731,488

第3四半期会計期間中の変動額

四半期純利益　(千円) － － － － － △173,795 △173,795 － △173,795

自己株式の取得　(千円) － － － － － － － △18 △18

株主資本以外の項目の第3四
半期会計期間中の変動額（純
額）　(千円)

－ － － － － － － － －

第3四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － － － － △173,795 △173,795 △18 173,813

平成20年11月30日　残高　(千円) 327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 616,241 1,967,241 △1,413 2,557,674

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成20年2月29日　残高　(千円) 26,157 26,157 2,757,645

第3四半期会計期間中の変動額

四半期純利益　(千円) － － △173,795

自己株式の取得　(千円) － － △18

株主資本以外の項目の第3四半
期会計期間中の変動額（純
額）　(千円)

△6,701 △6,701 △6,701

第3四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

△6,701 △6,701 △180,515

平成20年11月30日　残高　(千円) 19,456 19,456 2,577,130

－ 16 －



（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

任意積立金
繰越利益剰
余金

平成19年2月28日　残高　(千円) 327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 966,965 2,317,965 △1,395 2,908,416

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(千円) － － － － － △41,947 △41,947 － △41,947

当期純損失　(千円) － － － － － △134,981 △134,981 － △134,981

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)　(千円)

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
(千円)

－ － － － － △176,928 △176,928 － △176,928

平成20年2月29日　残高　(千円) 327,893 263,954 263,954 41,000 1,310,000 790,036 2,141,036 △1,395 2,731,488

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年2月28日　残高　(千円) 49,060 49,060 2,957,477

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(千円) － － △41,947

当期純損失　(千円) － － △134,981

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)　(千円)

△22,902 △22,902 △22,902

事業年度中の変動額合計
(千円)

△22,902 △22,902 △199,831

平成20年2月29日　残高　(千円) 26,157 26,157 2,757,645

－ 17 －


