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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 12,538 ― 1,095 ― 1,079 ― 989 ―

20年3月期第3四半期 11,977 ― 1,180 ― 1,168 ― 608 ―

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3四半期 129.94 ―

20年3月期第3四半期 79.30 ―

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3四半期 10,600 4,806 45.3 673.24
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3四半期  4,796百万円 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 64.7 160.83

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3四半期 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3四半期 551,064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3四半期 7,611,691株 20年3月期第3四半期 7,673,540株



  当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界同時不況が

深刻化する中で、企業収益や雇用環境が急速に悪化し、景気の減速感が一段と強まりました。このような経済環境

の中、当学習塾業界におきましても、優勝劣敗の様相がより鮮明になっており、今後迎える新年度生の集客におい

ても、企業間競争は更に厳しくなることが予測されます。 

 このような状況の中、当社グループにおきましては、志望校合格に直結する質の高い教育サービスの提供と、少

人数システムを活かしたきめ細かい生徒指導を徹底することにより、顧客満足度の向上を図ってまいりました。ま

た、経営基盤を強化し、同時に合格実績の伸長に繋げるための新たなイベント開発や、新コースの設置、海外提携

塾との連携強化等に取り組んでまいりました。収益面では、利益率を向上させるべく、クラス運営の標準化を重要

施策と位置づけ、校舎運営の効率化を推進するとともに、変動経費の削減を図ってまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の連結業績につきましては、売上高12,538百万円、営業利益1,095百万円、

経常利益1,079百万円、四半期純利益989百万円となりました。 

 事業部門別の概況につきましては、以下のとおりです。 

  

（学習塾部門） 

 当社におきましては、教務研修を中心とした従業員教育の強化により、高品質な授業サービスの維持に努め、通

塾生の満足度向上に注力いたしました。同時に、新たな顧客層の開拓を図るため、中学受験をしない小６生のため

の新企画の開発、卒塾生へのフォローを兼ねた「開成クラブ」の新設、広告宣伝における訴求内容の見直し等に取

り組みました。また、新年度に向けては、小学校低学年（小１・２・３）対象の新コース「算数オリンピック数理

教室 アルゴクラブ」を平成21年２月から開始することを決定し、12月に開催した１回目の体験説明会からは既に

400名程度の受講申し込みをいただいております。 

  子会社である株式会社野田学園につきましては、年度目標の達成に向け、夏期合宿授業に続き、冬期合宿授業

「ウインターヴィレッジ」のコース設定を見直すとともに、各種オプション講座を新設し、収益力強化に努めまし

た。 

 以上の結果、期中平均塾生数（連結）は、前年同期比103.5％の27,844名と堅調に推移し、学習塾部門の売上高

は12,394百万円となりました。 

 学部別の状況につきましては、15ページ ６．その他の情報 (2)部門別販売実績をご参照ください。 

   

（不動産賃貸部門等） 

 不動産賃貸部門等につきましては、賃貸物件の稼働率向上、並びに社会人を対象とした研修の受講者獲得に注力

いたしました。また、子会社である株式会社ビーケアにおきましては、従来販売してまいりました遠隔地映像配信

システム「リアライビジョン」に新たにビデオ・オン・デマンド機能を加えた「リアライビジョンⅤ」の販売を開

始し、新規顧客獲得面で、徐々に営業成果が出始めております。 

 以上の結果、不動産賃貸部門等の売上高は143百万円となりました。  

  当第３四半期末の総資産は、10,600百万円となり、前連結会計年度末に比べ、780百万円増加いたしました。流動

資産は、2,850百万円となり、783百万円増加いたしました。主な原因は、現金及び預金の増加47百万円、たな卸資

産の増加100百万円、営業未収入金の増加834百万円、繰延税金資産の減少87百万円、預け金の減少149百万円等であ

ります。固定資産は、7,749百万円となり、2百万円減少いたしました。有形固定資産は、4,664百万円となり、49百

万円の減少となりました。減少の原因は土地の一部を売却したためです。無形固定資産は、928百万円となり、114

百万円の増加、投資その他の資産は、2,156百万円となり、67百万円の減少となりました。  

 当第３四半期末の負債合計は、5,793百万円となり、前連結会計年度末に比べ、478百万円増加いたしました。流

動負債は、4,736百万円となり、792百万円増加いたしました。主な原因は、確定納付による未払法人税等及び未払

消費税等の減少301百万円、短期借入金等の増加542百万円、賞与引当金の減少170百万円、前受金の増加435百万円

等であります。 

  固定負債は、1,057百万円となり、314百万円減少いたしました。主な原因は役員退職慰労引当金の戻入286百万

円等であります。 

  当第３四半期末の純資産の部は、4,806百万円となり、前連結会計年度末に比べ、302百万円増加いたしました。

  主な原因は、当四半期累計期間純利益989百万円の計上による増加、配当金の支払い153百万円、自己株式の取得

444百万円等による減少です。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の45.8％から45.3％となりました。 

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



（キャッシュ・フローについて） 

  当第３四半期末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより533百万円となり、前連結会

計年度末に比べ、52百万円減少いたしました。 

（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1,626百万円、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834百万円の増加、並びに法人税等の

支払731百万円が発生いたしました。 

  一方、減価償却費289百万円、前受金の増加463百万円等が発生し、この結果、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは478百万円の収入となり、前年同期に比べ、333百万円収入が増加いたしました。 

（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664百万円と差入保証金の差入純

増額123百万円、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107百万円により、309百万円の支出と

なりました。その結果、前年同期に比べ、877百万円支出が減少いたしました。 

（財務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・フローは、短期借入金の純増額708百万円、長期借入金の返済額273百万円と配当金

の支払152百万円、自己株式の取得による支出444百万円等により、222百万円の支出となりました。 

  

  

   当第３四半期までの業績につきましては、概ね計画どおりに推移しており、現時点におきましては平成20年９月

12日に公表いたしました平成21年３月期通期業績予想に変更はありません。  

         該当事項はありません。    

該当事項はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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 

 a.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。 

b.たな卸資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主とし

て総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定

しております。 

これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は

ありません。 

c.リース取引に関する会計基準の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこと

に伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係るリース資産の減

価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に165,317千円、リース債務が

流動負債に35,403千円、固定負債に130,430千円計上されており、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 630,419 582,611

営業未収入金 1,678,653 844,475

有価証券 8,250 8,225

たな卸資産 145,723 45,015

繰延税金資産 150,469 237,718

その他 277,662 375,253

貸倒引当金 △41,016 △26,521

流動資産合計 2,850,162 2,066,778

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,390,807 4,123,917

減価償却累計額 △2,400,144 △2,356,708

建物及び構築物（純額） 1,990,662 1,767,208

土地 2,007,357 2,165,230

リース資産 181,331 －

減価償却累計額 △16,014 －

リース資産（純額） 165,317 －

建設仮勘定 386,683 651,297

その他 404,106 405,900

減価償却累計額 △289,491 △275,876

その他（純額） 114,614 130,023

有形固定資産合計 4,664,636 4,713,760

無形固定資産   

のれん 606,786 654,592

その他 322,005 159,690

無形固定資産合計 928,791 814,283

投資その他の資産   

投資有価証券 335,622 344,169

長期貸付金 － 70

繰延税金資産 243,256 298,083

長期未収入金 135,000 135,000

差入保証金 1,490,215 1,417,835

その他 104,854 181,514

貸倒引当金 △152,522 △152,437

投資その他の資産合計 2,156,426 2,224,236

固定資産合計 7,749,854 7,752,280

資産合計 10,600,016 9,819,059



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 252,524 129,542

短期借入金 1,758,700 1,050,000

1年内返済予定の長期借入金 296,780 418,030

未払費用 624,863 614,380

未払法人税等 227,985 518,470

前受金 755,203 319,416

賞与引当金 176,630 336,767

役員賞与引当金 － 10,000

その他 643,745 547,330

流動負債合計 4,736,433 3,943,938

固定負債   

長期借入金 616,460 768,420

退職給付引当金 274,944 266,723

役員退職慰労引当金 － 286,890

その他 166,069 49,457

固定負債合計 1,057,474 1,371,491

負債合計 5,793,907 5,315,430

純資産の部   

株主資本   

資本金 467,304 467,304

資本剰余金 416,253 416,253

利益剰余金 4,447,860 3,612,300

自己株式 △444,972 △630

株主資本合計 4,886,446 4,495,227

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △89,635 △2,596

評価・換算差額等合計 △89,635 △2,596

少数株主持分 9,298 10,997

純資産合計 4,806,108 4,503,628

負債純資産合計 10,600,016 9,819,059



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 12,538,095

売上原価 9,165,935

売上総利益 3,372,159

販売費及び一般管理費 2,276,440

営業利益 1,095,718

営業外収益  

受取利息 4,674

受取配当金 973

その他 12,439

営業外収益合計 18,086

営業外費用  

支払利息 33,955

その他 457

営業外費用合計 34,413

経常利益 1,079,391

特別利益  

固定資産売却益 108,971

投資有価証券売却益 645

役員退職慰労引当金戻入額 286,890

受取保険金 271,896

その他 11,000

特別利益合計 679,404

特別損失  

固定資産処分損 53,119

投資有価証券評価損 9,173

減損損失 14,810

社葬費 13,703

弔慰金 33,000

その他 8,884

特別損失合計 132,690

税金等調整前四半期純利益 1,626,104

法人税、住民税及び事業税 452,700

法人税等調整額 186,073

法人税等合計 638,773

少数株主損失（△） △1,699

四半期純利益 989,030



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,447,130

売上原価 3,025,467

売上総利益 1,421,662

販売費及び一般管理費 780,452

営業利益 641,210

営業外収益  

受取利息 1,290

受取配当金 400

受取広告掲載料 2,109

その他 2,166

営業外収益合計 5,965

営業外費用  

支払利息 10,718

その他 362

営業外費用合計 11,081

経常利益 636,095

特別利益  

貸倒引当金戻入額 348

特別利益合計 348

特別損失  

固定資産処分損 3,768

投資有価証券評価損 9,173

その他 2,743

特別損失合計 15,684

税金等調整前四半期純利益 620,758

法人税、住民税及び事業税 210,090

法人税等調整額 29,317

法人税等合計 239,407

少数株主利益 1,723

四半期純利益 379,627



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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利益 1,626,104

減価償却費 289,962

減損損失 14,810

のれん償却額 63,522

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,579

賞与引当金の増減額（△は減少） △170,136

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,221

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △286,890

受取利息及び受取配当金 △5,647

支払利息 33,955

受取保険金 △271,896

投資有価証券評価損益（△は益） 9,173

投資有価証券売却損益（△は益） △645

固定資産売却損益（△は益） △108,971

固定資産処分損益（△は益） 53,119

売上債権の増減額（△は増加） △834,177

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,707

仕入債務の増減額（△は減少） 122,981

前受金の増減額（△は減少） 463,783

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,759

預り保証金の増減額（△は減少） △13,818

その他の資産の増減額（△は増加） △39,638

その他の負債の増減額（△は減少） 102,090

小計 959,014

利息及び配当金の受取額 5,824

利息の支払額 △26,522

保険金の受取額 271,896

法人税等の支払額 △731,323

営業活動によるキャッシュ・フロー 478,888



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 △143,439

投資有価証券購入の為の預け金返還 17,378

投資有価証券の売却による収入 107,052

有形固定資産の取得による支出 △499,287

有形固定資産の売却による収入 535,125

無形固定資産の取得による支出 △164,857

固定資産の除却による支出 △24,141

差入保証金の差入による支出 △158,090

差入保証金の回収による収入 34,647

貸付けによる支出 △250

貸付金の回収による収入 2,075

その他の支出 △1,598

その他の収入 86,410

定期預金の増減額（△は増加） △100,118

投資活動によるキャッシュ・フロー △309,093

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（△は減少） 708,700

長期借入金の返済による支出 △273,210

社債の償還による支出 △45,000

リース債務の返済による支出 △15,497

自己株式の取得による支出 △444,341

配当金の支払額 △152,731

財務活動によるキャッシュ・フロー △222,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,285

現金及び現金同等物の期首残高 585,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 533,426



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  学習塾部門の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占 

める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

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

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

a．事業の種類別セグメント情報 

b．所在地別セグメント情報 

c．海外売上高 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第３四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より444,342千円増加し、444,972

千円となっております。これは主に、平成20年11月25日開催の取締役会での決議に基づき、自己株式を立会外買

付により取得したためであります。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  11,977,808

Ⅱ 売上原価  8,511,510

売上総利益  3,466,297

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,285,498

営業利益  1,180,799

Ⅳ 営業外収益      

 １.受取利息  4,743

 ２.受取配当金  5,656

 ３.受取事務手数料  353

 ４.受取広告掲載料  3,742

 ５.自動販売機収入  1,180

 ６.その他  2,750

 営業外収益合計  18,428

Ⅴ 営業外費用      

 １.支払利息  24,996

 ２.社債利息  589

 ３.その他  4,809

 営業外費用合計  30,395

経常利益  1,168,833

Ⅵ 特別利益      

 １.生命保険解約益  24,178

 ２.固定資産売却益  47

 特別利益合計  24,226

Ⅶ 特別損失      

 １.固定資産処分損  48,665

 ２.投資有価証券評価損  2,239

 特別損失合計  50,904

税金等調整前四半期純利益  1,142,154

法人税、住民税及び事業税  432,280

法人税等調整額  104,121

少数株主損益 △2,761

四半期純利益  608,514



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 税金等調整前四半期純利益  1,142,154

 減価償却費  238,600

 のれん償却額  55,028

 貸倒引当金の増加額  16,231

 賞与引当金の減少額 △143,288

 退職給付引当金の増加額  33,414

 役員退職慰労引当金の増加額  12,352

 受取利息及び受取配当金 △10,345

 支払利息  25,531

 投資有価証券評価損  3,108

 生命保険解約益 △24,178

 固定資産売却益 △47

 固定資産処分損  48,665

 売上債権の増加額 △775,706

 たな卸資産の増加額  △77,294

 仕入債務の増加額  125,246

 前受金の増加額  115,433

 その他資産の増加額 △19,430

 その他負債の増加額  109,854

小計  875,329

 利息及び配当金の受取額  12,362

 利息の支払額 △30,419

 法人税等の支払額 △712,009

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  145,263



  

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 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 △377,971

 固定資産の処分による支出 △4,748

 新規連結子会社の株式取得による支出 △856,494

 無形固定資産の取得による支出 △2,669

 有形固定資産の売却による収入  7,214

 差入保証金の差入による支出 △126,986

 差入保証金の返還による収入  48,470

 貸付金の貸付による支出 △250

 貸付金の回収による収入  217

 その他投資等の取得による支出 △6,222

その他投資等の売却による収入  47,878

 定期預金等の純増減額  85,235

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,186,325

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  1,410,000

 長期借入金の返済による支出 △664,933

 社債の償還による支出 △52,000

 配当金の支払額 △99,149

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  593,917

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少
額 

△447,144

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,034,690

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  587,545



   前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

         学習塾部門の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

ト資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％越であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

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

（３）セグメント情報 

a．事業の種類別セグメント情報 

b．所在地別セグメント情報 

c．海外売上高 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

  



 （１）生産及び受注の状況 

    該当事項はありません。 

  

   （２）部門別販売実績 

  （注）１．生徒数は、期中平均の在籍人数を記載しております。 

２．( ）内は学習塾部門の内数を表しております。また、構成比につきましては、販売実績全体の売上高 

  に対するものであります。 

 ３．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

４．前第３四半期連結累計期間の各数値に関しましては、参考数値として記載しております。 

  

  

６．その他の情報（生産、受注及び販売の状況） 

  事業の 

 部門別・品目  

  当第３四半期連結累計期間 

     （自 平成20年４月１日 

      至 平成20年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間 

    （自 平成19年４月１日 

     至 平成19年12月31日）  

 生徒数 

 （人）  

金額 

 （千円）  

 構成比 

 （％）  

 生徒数 

 （人）  

金額 

 （千円）  

構成比 

 （％） 

 学習塾部門  27,844  12,394,198  98.9  26,906  11,888,496  99.3 

 小学部  (13,591)  (6,094,172)  （48.6）  (13,082)  (5,868,040)  （49.0）

 中学部  (11,558)  (4,942,410)  （39.4）  (11,431)  (4,803,911)  （40.1）

 高校部等  (2,695)  (1,357,615) （10.9）  (2,393)  (1,216,545) （10.2）

 不動産賃貸部門等  －  143,896  1.1  － 89,311  0.7 

 合計  27,844  12,538,095  100.0  26,906 11,977,808  100.0 
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