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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

※ 21年３月期第３四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3四半期 1,462 ― 84 ― 106 ― 58 ―
20年3月期第3四半期 1,535 12.4 127 △7.0 133 0.2 78 3.9

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 951.38 ―
20年3月期第3四半期 1,281.45 1,212.80

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 2,933 2,651 90.4 43,199.92
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3四半期  2,651百万円 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  有   

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） ――― ――― ――― 300.00 300.00

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  有   

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 1,908 △9.7 86 △66.3 106 △60.1 60 △60.4 974.35

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3四半期  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3四半期  1,961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3四半期  61,939株 20年3月期第3四半期  61,515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。 
 平成20年11月14日に公表した業績予想及び配当予想を修正しております。詳細は、本日発表の「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照く
ださい。  
 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。実際の実績等は、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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第３四半期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に端を発した世界的な金融市場の混

乱が実態経済に波及し、企業収益の悪化や生産、設備投資が急減しました。また、これまでの物価上昇や雇用調整

を背景に、消費マインドは減退するなど景気後退色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。 

 今期より収容定員が増加したビジネス・ブレークスルー大学院大学や前期に開始した「グローバルリーダーのた

めの実践英語」講座、卒業・修了生を対象とした会員サービスは、受講生数の増加要因となったものの、消費マイ

ンドの冷え込みが個人受講比率の高い教育プログラムに大きく影響するなど、急速に収益環境は変化いたしまし

た。 

 一方、この急速な収益環境の変化に対応すべく全社的な経費低減に着手するほか、受講環境の向上に向けた次期

教育システムならびに運営業務の効率化に向けた社内業務システムの開発に継続して取組みました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は1,462百万円、営業利益は84百万円、経常利益は106百万

円、四半期純利益は58百万円となりました。 

  

  

  

(流動資産) 

 当第３四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10.9％減少し、2,499百万円となりました。

これは主に、現金及び現金同等物が221百万円及び売掛金が144百万円減少したことによるものであります。 

 (固定資産） 

 当第３四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6.4％増加し433百万円となりました。これ

は主に無形固定資産が30百万円増加したことによるものであります。 

(負債) 

 当第３四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46.8％減少し、281百万円となりました。こ

れは主に前受金が121百万円減少したことによるものです。 

(純資産) 

 当第３四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1.2％減少し、2,651百万円となりました。こ

れは主に四半期純利益58百万円であったものの、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63百万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３四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221百万円減

少し、当第３四半期末には2,248百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は73百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益が106百万円だったもの

の、法人税等の支払額145百万円及び前受金の減少額121百万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73百万円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出53百万円によ

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88百万円となりました。これは主に自己株式の取得による支出63百万円及び配当

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、第２四半期累計期間まで概ね順調に推移したものの、第３四半期に入り、企業収

益の悪化や雇用調整等による消費マインドの冷え込みが影響し、個人受講比率の高い教育プログラムなどが当初計

画を下回る見込みであります。また、企業の教育・研修予算の執行を延期する動きが見られはじめるなど法人向け

教育サービスにも大きな影響を与える可能性があります。 

 利益面につきましても、急速な収益環境の変化に対応すべく全社的な経費低減に着手しているものの、売上高が

計画を下回り利益幅が押し下げられることから計画を下回る見込みであります。 

 なお、当該予想に関しましては、本日公表しました「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」を

併せてご参照ください。 

  

 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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 2,248,925 1,270,410

売掛金 115,734 260,188

有価証券 － 1,199,846

原材料 － 2,530

仕掛品 49,529 49,563

前払費用 63,995 10,306

繰延税金資産 － 8,692

その他 22,500 4,579

貸倒引当金 △1,520 △2,219

流動資産合計 2,499,166 2,803,897

固定資産   

有形固定資産 193,475 203,673

無形固定資産   

借地権 84,671 84,671

商標権 4,240 2,357

ソフトウエア 107,034 87,477

電話加入権 1,335 1,335

ソフトウエア仮勘定 9,408 －

無形固定資産合計 206,689 175,841

投資その他の資産   

投資有価証券 5,500 －

差入保証金 28,269 28,269

その他 53 53

投資その他の資産合計 33,822 28,322

固定資産合計 433,987 407,837

資産合計 2,933,153 3,211,734

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,510 2,200

未払金 1,261 2,440

未払費用 91,807 113,911

未払法人税等 － 92,636

未払消費税等 2,026 12,446

未払配当金 2,405 －

前受金 173,778 295,526

預り金 7,499 6,943

繰延税金負債 212 －

その他 694 2,519

流動負債合計 281,196 528,626

負債合計 281,196 528,626
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 149,278 152,392

自己株式 △99,893 △36,855

株主資本合計 2,651,956 2,683,108

純資産合計 2,651,956 2,683,108

負債純資産合計 2,933,153 3,211,734
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 1,462,163

売上原価 575,587

売上総利益 886,576

販売費及び一般管理費 802,458

営業利益 84,118

営業外収益  

受取利息 9,495

有価証券利息 1,493

為替差益 11,045

その他 1,653

営業外収益合計 23,687

営業外費用  

株式交付費 559

固定資産除却損 513

支払手数料 367

営業外費用合計 1,440

経常利益 106,365

税引前四半期純利益 106,365

法人税、住民税及び事業税 38,533

法人税等調整額 8,904

法人税等合計 47,437

四半期純利益 58,928
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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３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 106,365

減価償却費 49,270

貸倒引当金の増減額（△は減少） △698

受取利息 △10,988

固定資産除却損 513

売上債権の増減額（△は増加） 144,453

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,564

仕入債務の増減額（△は減少） △690

未払費用の増減額（△は減少） △22,103

前受金の増減額（△は減少） △121,747

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,419

その他 △73,561

小計 62,956

利息の受取額 9,302

法人税等の支払額 △145,574

営業活動によるキャッシュ・フロー △73,315

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 △17,194

無形固定資産の取得による支出 △53,021

投資有価証券の取得による支出 △5,500

その他 1,815

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,900

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 △63,405

配当金の支払額 △59,636

株式の発行による支出 △559

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,601

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △221,331

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 2,248,925
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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３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  該当事項はありません。 

  

（千円）     

   
※ 当第３四半期累計期間に市場から63,037千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３四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３四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 ─ ─ 58,928 ─ 58,928

 自己株式の取得 ※ ─ ─ ─ △ 63,037 △ 63,037

当第３四半期会計期間末までの変動額合
計

17,500 17,500 △ 3,113 △ 63,037 △ 31,151

当第３四半期会計期間末残高 1,477,525 1,125,045 149,278 △ 99,893 2,651,956

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３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年12月31日)

マネジメント教育サービス 1,260,221

経営コンテンツメディアサービス 201,941

合計(千円) 1,462,163
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(要約) 前四半期損益計算書 

 
  

「参考」

前第３四半期累計期間

(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 売上高 1,535,439

Ⅱ 売上原価 642,785

   売上総利益 892,653

Ⅲ 販売費及び一般管理費 765,137

   営業利益 127,515

Ⅳ 営業外収益 10,925

Ⅴ 営業外費用 5,153

   経常利益 133,288

   税引前四半期純利益 133,288

   法人税、住民税及び事業税 54,994

   法人税等調整額 △534 54,459

   四半期純利益 78,828
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(要約) 前四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第３四半期累計期間

(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

 １ 税引前四半期純利益 133,288

 ２ 減価償却費 49,567

 ３ 貸倒引当金の増減額(△減少額) △289

 ４ 受取利息 △8,290

 ５ 固定資産除却損 1,406

 ６ 売上債権の減少額(△増加額) 17,408

 ７ たな卸資産の減少額(△増加額) 8,952

 ８ 仕入債務の増加額(△減少額) 484

 ９ 未払費用の増加額(△減少額) △20,170

 10 前受金の増加額 △84,389

 11 未払消費税等の増加額(△減少額) 1,025

 12 その他 △3,148

    小計 95,845

 13 利息の受取額 8,332

 14 法人税等の支払額 △87,170

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

17,007

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 △48,825

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △32,586

 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

△56,675

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 107,000

 ２ 自己株式の取得による支出 △27,682

 ３ 新株発行に伴う支出 △1,775

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

77,542

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△64

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は 
  減少額(△)

37,808

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 
  四半期期末残高

2,347,146
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