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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 9,394 ― △65 ― △233 ― △543 ―
20年3月期第3四半期 8,958 △0.8 148 △74.7 3 △99.3 △398 ―

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 △56.16 ―
20年3月期第3四半期 △41.80 ―

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 11,804 3,768 31.9 374.82
20年3月期 12,456 4,276 34.3 452.94

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,768百万円 20年3月期  4,276百万円

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 ― 5.50 ― 8.00 13.50
21年3月期 ― 5.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 13.50

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 13,703 4.3 842 △19.2 531 △40.9 △200 ― △20.66

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．上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因によって大きく異なる場合があります。なお、上記予想に関する事
項は４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。  

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  10,440,000株 20年3月期  10,440,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  385,083株 20年3月期  997,813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  9,680,444株 20年3月期第3四半期  9,545,487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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題から端を発した国際金融情勢の

動揺や急速な円高などにより、企業業績は大幅に悪化し、先行き不透明感がさらに強まる展開となってまいりまし

た。 

 このような環境のもと、当社グループでは、継続して教育サービスの質的向上による生徒・保護者満足度向上に注

力して取り組んでまいりましたが、実体経済の悪化による個人消費の冷え込みが徐々に影響し、当社を取り巻く環境

は一段と厳しい状況にあります。 

 事業部門別の状況として、学習塾事業部門においては新規3校・移転4校による設備の増強を通じ生徒募集が好調で

あったことと、前年度より連結子会社となった㈱佑学社が寄与し、売上高は53億3百万円（前期比7.3％増）となりま

した。しかしながら、先行投資的要素の強い独立校舎等の設備および人員の増強、顧客サービス向上のためのIT投

資、内部統制等の管理機能強化のためのコスト増により、営業利益は3億73百万円（前期比2.3％減）となりました。

 一方、高卒認定・サポート校・通信制高校事業部門においては、平成20年4月のウィザス ナビ高校開校が寄与

し、通信制高校部門およびサポート校部門での堅調な生徒数の増加は見られたもの、当事業部門の入学金・施設利用

収入等は第４四半期に集中する構造となっていることに加え、高卒認定コースの新規入学者数の減少等により、売上

高については37億40百万円（前期比1.2％減）となりました。また、新規2校・移転1校による設備・人員の増強、通

信制高校基幹システム等のIT投資、内部統制等の管理機能強化のためのコスト増により、営業損益は2億99百万円の

営業損失（前年同期は1億11百万円の営業損失）となりました。 

 その他の収益事業は、幼児教育事業部門、健康情報関連事業部門、テナント賃貸収益(何れも当社の事業部門)、お

よび連結子会社の広告代理業の連結グループ以外の業績を計上しており、売上高は3億50百万円（前期比50.8％

増）、営業損益は1億39百万円の営業損失（前年同期は1億22百万円の営業損失）となりました。 

 以上の結果として、当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、93億94百万円（前年同期比

4.9％増）となり、営業損益は65百万円の営業損失（前年同期は1億48百万円の営業利益）、経常損益は2億33百万円

の経常損失（前年同期は3百万円の経常利益）、四半期純利益は投資有価証券評価損2億20百万円および減損損失28百

万円を特別損失として計上するため5億43百万円の四半期純損失（前年同期は3億98百万円の四半期純損失）となりま

した。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の資産の額は、118億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ、6億52百万円減少いたしました。

これは主に、現金及び預金の減少、授業料未収入金の回収により流動資産が6億44百万円減少し、連結子会社の開業

費の償却により繰延資産が44百万円減少したことによるものです。 

 負債の額は、80億35百万円となり、前連結会計年度に比べ、1億44百万円減少いたしました。これは主に、短期借

入金の増加、買掛金等の債務、ならびに前受金の減少により流動負債が7億41百万円減少し、社債の発行、長期借入

金の増加により固定負債が5億96百万円増加したことによるものであります。 

 純資産の額は、37億68百万円となり、前連結会計年度に比べ、5億7百万円減少いたしました。これは主に、四半期

純損失の計上による利益剰余金の減少、自己株式の処分による資本剰余金の減少によるものであります。  



 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、15億35百万円

となり、前連結会計年度末と比べ、5億51百万円減少いたしました。 

 当第３四半期会計期間末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、7億20百万円となりました。これは主に、前受金及び仕入債務の減少が10億87

百万円、法人税等の支払による減少が1億65百万円、賞与引当金の減少が1億37百万円ありましたが、減価償却費

の計上による増加が4億20百万円、売上債権の回収により90百万円、法人税等の還付により1億51百万円の収入が

あったためであります。 

（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、9億18百万円となりました。これは主に、独立校舎による新規校舎及び移転校

の固定資産取得により8億44百万円、貸付の実行により48百万円の支出があったためです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得た資金は、10億86百万円となりました。これは主に、短期及び長期借入ならびに社債の発行

による資金調達で10億51百万円の収入があったためであります。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第3四半期連結累計期間における業績および今後の市場環境を踏まえて、業績予想の見直しを行った結果、平成20

年11月5日に公表しました平成21年3月期通期業績予想について修正しております。詳細につきましては平成21年2月6

日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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.簡便な会計処理 

法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に 

 よっております。 

 また、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、かつ一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

 ２.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。  

  

（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。 

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(収益性の低下による簿価切り下

げの方法)に変更しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

３.所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「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日以降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会計処理によっ

ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース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適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 



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 1,542,088 2,093,655

受取手形及び売掛金 12,217 2,632

授業料等未収入金 352,711 450,839

有価証券 12,541 －

教材 51,525 58,311

商品 21,341 18,819

その他 668,998 683,180

貸倒引当金 △31,458 △33,453

流動資産合計 2,629,965 3,273,985

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,865,110 2,263,865

土地 1,222,719 1,223,622

その他（純額） 233,478 409,166

有形固定資産合計 4,321,307 3,896,654

無形固定資産   

のれん 94,589 112,180

その他 450,827 498,687

無形固定資産合計 545,416 610,868

投資その他の資産   

投資有価証券 1,355,290 1,553,515

敷金及び保証金 1,347,959 1,394,057

その他 1,692,042 1,694,234

貸倒引当金 △249,309 △172,513

投資その他の資産合計 4,145,983 4,469,294

固定資産合計 9,012,707 8,976,818

繰延資産 161,357 205,960

資産合計 11,804,030 12,456,763

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 158,273 235,936

短期借入金 1,960,832 1,360,832

未払法人税等 39,107 61,637

前受金 1,766,814 2,776,554

賞与引当金 69,636 207,263

その他 692,515 786,195

流動負債合計 4,687,178 5,428,419

固定負債   

社債 419,000 24,000

長期借入金 2,130,044 1,961,168

退職給付引当金 439,471 424,630

役員退職慰労引当金 316,119 305,832

その他 43,401 35,997



（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) 

固定負債合計 3,348,036 2,751,628

負債合計 8,035,214 8,180,048

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,299,375 1,299,375

資本剰余金 1,517,213 1,589,377

利益剰余金 2,354,697 3,030,039

自己株式 △146,114 △380,492

株主資本合計 5,025,172 5,538,299

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △58,045 △63,273

土地再評価差額金 △1,198,311 △1,198,311

評価・換算差額等合計 △1,256,356 △1,261,584

純資産合計 3,768,815 4,276,715

負債純資産合計 11,804,030 12,456,763



（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 9,394,183

売上原価 7,717,707

売上総利益 1,676,475

販売費及び一般管理費 1,742,012

営業損失（△） △65,536

営業外収益  

受取利息 8,382

受取配当金 10,355

その他 31,080

営業外収益合計 49,818

営業外費用  

支払利息 52,568

持分法による投資損失 12,435

開業費償却 45,189

貸倒引当金繰入額 77,468

その他 30,074

営業外費用合計 217,734

経常損失（△） △233,452

特別利益  

保険解約返戻金 1,572

特別利益合計 1,572

特別損失  

減損損失 28,214

投資有価証券評価損 220,245

その他 70,520

特別損失合計 318,980

税金等調整前四半期純損失（△） △550,859

法人税、住民税及び事業税 91,555

法人税等調整額 △98,784

法人税等合計 △7,229

四半期純損失（△） △543,630



（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 3,428,288

売上原価 2,544,238

売上総利益 884,049

販売費及び一般管理費 545,474

営業利益 338,575

営業外収益  

受取利息 4,719

受取配当金 2,510

その他 4,814

営業外収益合計 12,044

営業外費用  

支払利息 18,352

持分法による投資損失 8,301

開業費償却 15,063

貸倒引当金繰入額 8,341

その他 7,049

営業外費用合計 57,106

経常利益 293,512

特別利益  

保険解約返戻金 1,572

特別利益合計 1,572

特別損失  

減損損失 3,167

投資有価証券評価損 134,871

その他 49,175

特別損失合計 187,214

税金等調整前四半期純利益 107,871

法人税、住民税及び事業税 24,836

法人税等調整額 117,142

法人税等合計 141,979

四半期純損失（△） △34,108



（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損失（△） △550,859

減価償却費 420,845

開業費償却額 45,189

減損損失 28,214

のれん償却額 18,696

貸倒引当金の増減額（△は減少） 74,801

賞与引当金の増減額（△は減少） △137,627

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,840

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,286

受取利息及び受取配当金 △18,738

支払利息 52,568

持分法による投資損益（△は益） 12,435

投資有価証券評価損益（△は益） 220,245

売上債権の増減額（△は増加） 90,409

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,250

その他の資産の増減額（△は増加） 105,047

仕入債務の増減額（△は減少） △77,662

前受金の増減額（△は減少） △1,009,740

その他の負債の増減額（△は減少） 7,027

その他 13,505

小計 △673,265

利息及び配当金の受取額 28,373

利息の支払額 △61,015

法人税等の支払額 △165,289

法人税等の還付額 151,177

営業活動によるキャッシュ・フロー △720,020

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 △64,065

定期預金の払戻による収入 14,050

有形固定資産の取得による支出 △782,727

無形固定資産の取得による支出 △61,451

投資有価証券の取得による支出 △20,181

貸付けによる支出 △48,000

貸付金の回収による収入 14,681

その他 29,324

投資活動によるキャッシュ・フロー △918,368



（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) 

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 1,972,000

短期借入金の返済による支出 △1,394,000

長期借入れによる収入 450,000

長期借入金の返済による支出 △259,124

社債の発行による収入 500,000

社債の償還による支出 △217,000

自己株式の売却による収入 165,369

自己株式の取得による支出 △1,564

配当金の支払額 △128,875

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,086,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △551,582

現金及び現金同等物の期首残高 2,086,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,535,051



 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〕 

 全セグメントの売上高の合計及び営業利益金額の合計額に占める「教育事業」の割合がいずれも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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 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〕 

 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。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年第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） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 8,958,717 

Ⅱ 売上原価 7,151,264 

売上総利益 1,807,452 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,659,242 

営業利益 148,209 

Ⅳ 営業外収益   

 1.受取利息 10,392 

 2.受取配当金 14,529 

 3.その他 47,945 

 営業外収益 72,866 

Ⅴ 営業外費用   

 1.支払利息 22,216 

 2.開業費償却  23,472 

 3.貸倒引当金繰入額  151,944 

 4.その他  19,807 

 5.営業外費用 217,440 

経常利益 3,635 

 



科目 

前年第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） 

金額（千円） 

Ⅵ 特別利益   

 1.貸倒引当金戻入額 17,582 

 2.固定資産売却益  8,421 

 3.投資有価証券売却益  23,532 

 4.退職給付引当金戻入額  681 

 5.保険解約益  744 

 特別利益  50,962 

Ⅶ 特別損失   

 1.固定資産除去損  48,136 

 2.投資有価証券評価損 185,526 

 3.減損損失  9,099 

 4.役員退職慰労引当金繰入額  292,164 

 5.その他特別損失 48,082 

 特別損失  583,009 

税金等調整前四半期純利益 △528,411 

税金費用 △130,371 

四半期純利益 △398,040 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年第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） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △528,411 

減価償却費  365,268 

減損損失  9,099 

貸倒引当金の増加額又は減少額(△) 141,672 

賞与引当金の増加額又は減少額（△）  △128,211 

退職給付引当金の増加額又は減少額（△）  1,334 

役員退職慰労引当金の増加額又は減少額（△）  302,415 

売上債権の増加額（△）又は減少額  109,901 

たな卸資産の増加額（△）又は減少額  9,257 

その他資産の増加額（△）又は減少額  6,234 

仕入債務の増加額又は減少額（△）  △193,625 

前受金の増加額又は減少額（△）  △1,023,167 

その他負債の増加額又は減少額（△）  △35,626 

その他  184,368 

小計 △779,492 

法人税等の支払額  △675,313 

その他  △55,590 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,510,396 

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  △569,866 

有形固定資産の売却による収入  83,951 

無形固定資産の取得による支出  △176,642 

投資有価証券の取得による支出  △413,287 

投資有価証券の売却による収入  83,323 

貸付金の実行による支出  △243,144 

貸付金の回収による収入  29,448 

差入保証金及び敷金等の増加額（△）又は減少額  △40,559 

その他  △123,284 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,370,062 

 



 
前年第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） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入による収入  2,372,000 

短期借入金の返済による支出  △1,114,320 

長期借入れによる収入 900,000 

長期借入金の返済による支出  △36,000 

自己株式の取得による支出  △28,916 

配当金の支払額  △126,699 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,966,063 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △914,395 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,243,777 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,329,381 


	㈱ウィザス（9696）　平成21年3月期　第3四半期決算短信: ㈱ウィザス（9696）　平成21年3月期　第3四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -


