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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 30,603 ― 2,143 ― 2,055 ― 283 ―

20年3月期第3四半期 30,250 0.5 2,340 80.2 2,157 76.8 525 221.1

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 15.05 ―

20年3月期第3四半期 27.86 ―

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 30,525 9,998 32.7 529.70
20年3月期 32,019 9,939 31.0 526.37

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,983百万円 20年3月期  9,920百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 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 41,480 1.2 2,900 7.2 2,700 9.2 380 △60.1 20.16

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  

（注）詳細は、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。  

(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、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．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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3四半期  18,873,024株 20年3月期  18,873,024株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  26,460株 20年3月期  26,264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  18,846,606株 20年3月期第3四半期  18,846,760株
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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 

＊ 前年同期の金額及び前年同期比増減率につきましては、参考として記載しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から12月31日まで）におけるわが国の経済は、米国の金融危機に

端を発した世界経済の失速が波及し、生産と企業収益の大幅な減少、雇用情勢の急速な悪化が見られるなど、先行

き極めて不透明な状態で推移しました。 

 当教育サービス業界は、ハイレベルな学習指導への需要の高まり、教育行政の改革の流れを受けて、マーケット

のさらなる拡大が期待されるところであります。特に首都圏におきましては、有力公立高校を中心に中高一貫校設

置の動きが活発化していることの影響もあって、中学受験率は上昇を続けており、 近の経済情勢を受けても、こ

うした傾向が直ちに転換することはないものと思われます。一方で、学習塾の経営環境は大手事業者同士の競争が

厳しさを増すとともに、業界を越えてＭ＆Ａの動きが生ずるなど、大きな変化を見せております。 

 こうした環境のもとで、当社グループは㈱栄光が担う『教育事業』（学習塾「栄光ゼミナール」）の拡充に注力

するとともに、『教育ソリューション事業』（学校、学習塾等の教育機関に対する総合支援事業）のパイオニアで

ある連結子会社の㈱エデュケーショナルネットワークの一層の成長を図ることにより、連結業績の向上に努めてま

いりました。 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は30,603百万円（前年同期比1.2％増）となり

ました。他方、教育事業のコストの増加等により営業利益は2,143百万円（同8.4％減）、経常利益は2,055百万円

（同4.7％減）、また投資有価証券評価損の発生等により四半期純利益は283百万円（同46.0％減）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。 

 〔教育事業〕 

 教育事業の学習塾部門（「栄光ゼミナール」）におきましては、当第３四半期連結累計期間には21校を開設

（新規併設４校を含む）するとともに、出校エリアの 適化に伴い15校を統廃合したことにより、合計で376校体

制（併設54校を含む）となりました。運営面では、「栄光ゼミナール」の指導の現場や教師を紹介するテレビＣ

Ｍを10月から首都圏で放映し、冬期講習の集客、さらに新年度入塾に向けて、お客様（生徒・ご家庭）の認知度

のさらなる向上に努めました。また、今後の新教室の展開も考慮し、特に非常勤講師の採用及び育成に、より一

層の力を注いでおります。当第３四半期連結累計期間の業績は、期中平均生徒数が70,262名（前年同期比0.6％

増）と前年を上回ったことに加え、指導内容の充実に注力した結果、生徒１人当たりの単価が上昇したことなど

により、売上高は22,983百万円（同3.3％増）となりました。他方、営業利益は運営上のコストの増加により、

3,850百万円（同3.6％減）となりました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間中に実施した教室の新設・新規併設・統廃合及びブランド展開の状況は以下

のとおりであります。 

 《新設・新規併設・統廃校》 

 新 設 校  志村坂上校、西新井校、平和台校、鷺ノ宮校、船堀校、新小岩校、エクタス日暮里校、 

 八王子校、豊田校、花小金井校（以上、東京都） 

 大船校、宮崎台校、溝の口校、元住吉校（以上、神奈川県） 

 イトーヨーカドー新浦安校（千葉県）  さいたま新都心校、武蔵藤沢校（以上、埼玉県） 

 新規併設校  ビザビ尾山台校、ビザビ西葛西校、ビザビ竹の塚校（以上、東京都） 

 ビザビ津田沼校（千葉県） 

 統 廃 校  不動前校、クレファス恵比寿校（以上、東京都） 

 百合ヶ丘校、仲町台校、センター南校（以上、神奈川県） 

 志津校、八千代台校（以上、千葉県） 

 北浦和東口校、春日部東口校、クレファス南浦和校（以上、埼玉県） 

 栗生校、荒巻校、東北福祉大前校（以上、宮城県） 

 堀川校（京都府）  ビザビ宮の沢校（北海道） 

 《ブランド展開の状況》 

 （平成20年12月31日現在 教室数には併設校を含む） 

 （注）「栄光ゼミナール」は主に小中学生を対象とする進学指導専門塾、「ナビオ」は現役高校生を対象と

する学習塾、「ビザビ」は個別指導専門塾であります。また、「エクタス」は難関中学受験指導を専

門に行う「栄光ゼミナール」の教室であります。 

栄光ゼミナール ナビオ ビザビ 合計 

303 校 29 校 44 校 376 校 
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 〔教育ソリューション事業〕 

 教育ソリューション事業におきましては、中期経営計画（平成19年５月21日付で発表、20年10月29日付で修正

発表）に基づき、学習塾用教材・テストの販売を行う教育コンテンツ部門を核に、各部門が一層連携を深めるこ

とにより、ソリューションの強化を推進しております。当第３四半期連結累計期間の業績は、教育コンテンツ部

門及び教職員の派遣・紹介を行う人材開発部門「イー・スタッフ」が堅調に推移した一方、事務用機器販売部門

「オフィスサプライ」の伸び悩みなどが影響し、売上高は3,799百万円（前年同期比3.6％減）となりました。し

かしながら、営業利益は増刷教材の販売の増加に伴い売上原価が低減したことなどにより277百万円（同83.8％

増）となりました。 

  

 〔その他事業〕 

 その他事業におきましては、中期経営計画に基づき、事業の再編に取り組んでおります。その一環として、平

成20年９月30日付でホテル部門及び飲食部門の一部を会社分割し、当社グループより分離する予定でありました

が、中止となりました。当第３四半期連結累計期間の業績は、飲食部門が一部店舗の閉鎖に伴い伸び悩んだこと

などにより、売上高は3,820百万円（前年同期比5.9％減）となりました。また、営業損失は印刷部門及び出版部

門のコストの増加等により468百万円（前年同期446百万円の営業損失）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間末における資産の額は、前連結会計年度末に比べ、1,494百万円減少し、30,525百万円

（前期末比4.7％減）となりました。これは主に、投資その他の資産の減少により固定資産が1,501百万円減少した

ことによるものであります。 

 負債の額は、前連結会計年度末に比べ、1,553百万円減少し、20,526百万円（同7.0％減）となりました。これは

主に、借入金の返済を進めたこと等により固定負債が1,861百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の額は、前連結会計年度末に比べ、ほぼ同額の9,998百万円（同0.6％増）となりました。これは主に、配

当金の支払いにより226百万円減少したものの、四半期純利益の増加により相殺されたものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当面のわが国の経済は、世界的な経済危機の影響等により我慢を強いられる局面が続くものと思われ、当教育サ

ービス業界も決して楽観は許されない状況であります。一方で、全国学力・学習状況調査の実施、授業時間数の増

加を主眼とする学習指導要領の改訂、一部公立学校での学習塾との連携、平成21年度より予定される教員免許更新

制の導入といった教育全般の大きな変化に、多くの国民の関心が集まっております。さらには、現下の経済情勢を

背景に「今こそ将来のために確かな学力を身に付けたい・付けさせたい」との要望が高まることも予想され、教育

サービスの果たすべき役割と責任はますます重く、そして大きくなっていくものと思われます。 

 こうした認識を踏まえ、当社グループは事業の方向性を教育に特化し、これまで以上に質の高いサービスの提供

に努めることにより、お客様と広く社会から厚いご信頼をいただける、確固たるポジションを獲得してまいりま

す。 

 通期の連結業績につきましては、当社グループの主力である教育事業の学習塾部門が堅調に推移していることを

考慮し、平成20年10月29日に「業績予想の修正に関するお知らせ」で発表いたしました前回予想を変更しておりま

せん。引き続き、目標数値の達成に全力で取り組んでまいります。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、さまざまな不

確定要素や今後の内外情勢の変化等により、実際の業績とは異なる場合があります。 
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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 

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ② たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

 ④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等

の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

（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 

 ① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年

３月14日 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。 

 ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を第１四半期連結会計期間から適用し、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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益は、それぞれ68,129千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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 3,246,192 2,722,025

受取手形及び売掛金 1,580,454 2,591,601

有価証券 46,650 154,261

商品 366,008 417,328

製品 343,512 474,041

原材料 51,773 49,043

仕掛品 330,416 266,448

販売用不動産 77,540 93,245

その他 2,566,886 1,837,708

貸倒引当金 △53,039 △56,284

流動資産合計 8,556,395 8,549,419

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,258,218 11,199,282

減価償却累計額 △4,497,853 △4,339,969

建物及び構築物（純額） 6,760,364 6,859,312

土地 3,938,199 3,928,565

その他 2,579,352 2,601,365

減価償却累計額 △1,783,107 △1,753,083

その他（純額） 796,245 848,281

有形固定資産合計 11,494,808 11,636,160

無形固定資産   

のれん 771 1,028

その他 814,663 794,463

無形固定資産合計 815,435 795,491

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,029,661 4,176,917

その他 6,086,625 7,304,678

貸倒引当金 △457,809 △443,169

投資その他の資産合計 9,658,476 11,038,426

固定資産合計 21,968,720 23,470,078

資産合計 30,525,116 32,019,497
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（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 1,222,002 1,591,271

短期借入金 9,503,550 8,924,199

1年内償還予定の社債 209,200 209,200

未払法人税等 68,250 961,641

返品調整引当金 8,020 13,897

その他 4,076,792 3,079,818

流動負債合計 15,087,816 14,780,026

固定負債   

社債 459,200 563,800

長期借入金 3,080,327 4,510,774

退職給付引当金 1,339,501 1,237,429

役員退職慰労引当金 426,766 810,125

その他 132,896 177,717

固定負債合計 5,438,692 7,299,847

負債合計 20,526,508 22,079,874

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,692,711 1,692,711

資本剰余金 2,527,782 2,527,782

利益剰余金 5,912,105 5,854,455

自己株式 △6,722 △6,641

株主資本合計 10,125,876 10,068,307

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △142,795 △147,917

評価・換算差額等合計 △142,795 △147,917

少数株主持分 15,526 19,233

純資産合計 9,998,607 9,939,623

負債純資産合計 30,525,116 32,019,497
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（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 30,603,768

売上原価 21,523,481

売上総利益 9,080,286

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 1,946,238

退職給付費用 31,277

役員退職慰労引当金繰入額 96,036

貸倒引当金繰入額 8,484

その他 4,854,672

販売費及び一般管理費合計 6,936,709

営業利益 2,143,577

営業外収益  

受取利息 29,372

受取配当金 18,452

投資有価証券売却益 35,240

その他 36,563

営業外収益合計 119,628

営業外費用  

支払利息 153,236

その他 54,825

営業外費用合計 208,061

経常利益 2,055,144

特別利益  

固定資産売却益 3,753

受取解約違約金 200,000

その他 68,077

特別利益合計 271,830

特別損失  

固定資産売却損 1,315

投資有価証券評価損 353,563

役員退職功労金 228,157

減損損失 211,407

その他 258,876

特別損失合計 1,053,320

税金等調整前四半期純利益 1,273,653

法人税、住民税及び事業税 480,817

法人税等調整額 512,733

法人税等合計 993,550

少数株主損失（△） △3,707

四半期純利益 283,810
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（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 1,273,653

減価償却費 880,667

減損損失 211,407

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,394

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △383,359

受取利息及び受取配当金 △47,824

支払利息 153,236

受取解約違約金 △200,000

投資有価証券売却損益（△は益） △35,240

投資有価証券評価損益（△は益） 353,563

売上債権の増減額（△は増加） 1,700,244

たな卸資産の増減額（△は増加） 108,793

仕入債務の増減額（△は減少） △369,857

その他 △44,043

小計 3,612,636

解約違約金の受取額 200,000

法人税等の支払額 △1,487,920

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,324,715

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 △777,338

有形固定資産の売却による収入 21,558

投資有価証券の取得による支出 △46,384

投資有価証券の売却による収入 236,397

関係会社株式の取得による支出 △25,000

貸付金の回収による収入 252,338

利息及び配当金の受取額 26,611

その他 △128,695

投資活動によるキャッシュ・フロー △440,512

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） 805,000

長期借入金の返済による支出 △1,656,096

社債の償還による支出 △104,600

自己株式の取得による支出 △80

配当金の支払額 △217,354

利息の支払額 △160,159

その他 △49,120

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,382,411

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 499,945

現金及び現金同等物の期首残高 1,195,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,695,087
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで） 

 （注）１．事業区分は、サービス及び製品の種類・性質の類似性等を考慮し行っております。 

２．各事業の内容は次のとおりであります。 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、教育事

業で12,146千円、教育ソリューション事業で27,697千円、その他事業で28,285千円それぞれ減少しておりま

す。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）において、当社及び連結子会社の

事業はすべて国内で行われており、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）において、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。 

  
教育事業 
（千円） 

教育ソリュー
ション事業 
（千円） 

その他事業 
（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 22,983,610 3,799,193 3,820,964 30,603,768 － 30,603,768 

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
11,168 1,438,905 1,031,348 2,481,422 (2,481,422) － 

計 22,994,778 5,238,098 4,852,312 33,085,190 (2,481,422) 30,603,768 

  営業利益又は営業損失(△) 3,850,429 277,756 △468,840 3,659,344 (1,515,767) 2,143,577 

事業区分 主な事業内容 

 教育事業  学習塾経営、専門教育事業、カルチャーセンターの経営、保育事業ほか 

 教育ソリューション事業  学習塾用教材の製作・販売、事務用機器の販売、広告代理業、人材派遣ほか 

 その他事業  ホテル経営、飲食店経営、雑誌・一般書籍の出版・販売、印刷ほか 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（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末（平成19年４月１日から平成19年12月31日まで） 

科 目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 第３四半期） 

金額 
（百万円） 

百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 30,250 100.0 

Ⅱ 売上原価 21,230 70.2 

売上総利益 9,020 29.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,680 22.1 

営業利益 2,340 7.7 

Ⅳ 営業外収益 106 0.4 

Ⅴ 営業外費用 288 1.0 

経常利益 2,157 7.1 

Ⅵ 特別利益 23 0.1 

Ⅶ 特別損失 730 2.4 

税金等調整前四半期純利益 1,451 4.8 

税金費用 928 3.1 

少数株主損失 2 0.0 

四半期純利益 525 1.7 
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（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日から平成19年12月31日まで） 

区 分 

前年同四半期 
（平成20年３月期 第３四半期） 

金額（百万円） 

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 1,451 

減価償却費 844 

減損損失 60 

貸倒引当金の増加額 71 

退職給付引当金の増加額 90 

役員退職慰労引当金の増加額 30 

その他引当金の減少額 △10 

受取利息及び受取配当金 △35 

支払利息 179 

投資有価証券売却益 △38 

投資事業組合損失 0 

投資有価証券評価損 428 

固定資産売却益 △1 

固定資産除売却損 123 

売上債権の増減額 1,801 

たな卸資産の減少額 201 

仕入債務の増減額 △920 

その他 △216 

小 計 4,058 

法人税等の支払額 △895 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,162 
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区 分 

前年同四半期 
（平成20年３月期 第３四半期） 

金額（百万円） 

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 △978 

有形固定資産の売却による収入 525 

投資有価証券の取得による支出 △343 

投資有価証券の売却による収入 560 

関係会社株式の取得による支出 △32 

貸付けによる支出 △43 

貸付金の回収による収入 45 

その他 △324 

投資活動によるキャッシュ・フロー △590 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 17,100 

短期借入金の返済による支出 △18,695 

長期借入れによる収入 1,000 

長期借入金の返済による支出 △1,779 

社債の償還による支出 △104 

配当金の支払額 △216 

その他 △249 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,944 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △372 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,703 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,331 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年12月31日まで） 

 （注）１．事業区分は、サービス及び製品の種類・性質の類似性等を考慮し行っております。 

２．各事業の内容は次のとおりであります。 

  

６．その他の情報 

 該当事項はありません。 

  教育事業 
教育ソリュ
ーション事
業 

その他事業 計 
消去又は全
社 

連結 

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 22,248 3,941 4,060 30,250 － 30,250 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
19 1,276 1,013 2,309 (2,309) － 

計 22,268 5,217 5,074 32,560 (2,309) 30,250 

営業費用 18,274 5,066 5,520 28,862 (951) 27,910 

      営業利益又は営業損失（△） 3,993 151 △446 3,698 (1,358) 2,340 

事業区分 主な事業内容 

 教育事業  学習塾経営、専門教育事業、カルチャーセンターの経営、保育事業ほか 

 教育ソリューション事業  学習塾用教材の製作・販売、事務用機器の販売、広告代理業、人材派遣ほか 

 その他事業  ホテル経営、飲食店経営、雑誌・一般書籍の出版・販売、印刷ほか 
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