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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 5,054 ― 316 ― △1,344 ― △1,657 ―

20年3月期第3四半期 5,276 △5.7 463 △16.2 694 △45.8 321 △52.7

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 △82.97 ―

20年3月期第3四半期 16.17 16.14

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 23,392 21,261 90.9 1,064.12
20年3月期 26,152 23,987 91.7 1,201.33

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  21,261百万円 20年3月期  23,987百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

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  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 7,180 △0.4 655 △16.3 △1,450 ― △1,750 ― △87.36

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【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。  

(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
は今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記の業績予想及び配当予想については、平成２０年１１月７日公表の平成２１年３月期通期業績予想
及び平成２０年１１月１４日の第２四半期決算発表時に公表した期末配当予想を、平成２１年２月１３日別途公表しております「平成２１年３月期通期業績予想の修正及び
配当予想の修正並びに平成２１年３月期第３四半期末の有価証券評価損の計上に関するお知らせ」により変更しております。 
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。  

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  20,031,000株 20年3月期  20,031,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  50,441株 20年3月期  54,309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  19,979,616株 20年3月期第3四半期  19,908,155株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年4月1日～12月31日）におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問

題に端を発した大幅な株価下落や為替変動により、企業収益及び雇用情勢が急激に悪化し、景気は後退局面に入

りました。 

当学習塾業界におきましては、価格競争が頻発している中で業務提携やＭ＆Ａが活発化しており、シェア確保

や業界再編に向けて様々な動きが見られました。 

このような状況のもと、当社グループは教室のスクラップ＆ビルド並びに地域特性に応じた価格戦略を実施

し、高校生を対象としたＷｅｂ授業分野での業務提携を進めるなど、地域・学年・メニューの拡充を図ってまい

りましたが、売上高は予算を達成することが出来ませんでした。利益面におきましては、広告宣伝費や地代家賃

等の削減を進めてまいりましたが、有価証券評価損の計上により、売上高の減少をカバーするまでには至りませ

んでした。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高5,054百万円（前年同期比95.8％）、営業利益316百万

円（前年同期比68.3％）経常損失1,344百万円（前年同期比 －）、四半期純損失1,657百万円（前年同期比－）と

なりました。 

  

なお、事業部門別の実績は以下のとおりとなります。 

①塾関連事業 

当第３四半期累計期間では、29ヵ所の会場新設と、8ヵ所の教室移転を実施しました。また、新たに夏期講習会

では2都市に、冬期講習会では5都市に進出しました。この結果、当第３四半期連結累計期間末における地域本部

数は67本部、会場数は413会場となりました。高校部門では、個別にＷｅｂ授業を受けられる「市進ウィングネッ

ト」の業務提携を株式会社市進と結び、12月からスタートしました。個別指導部門は、道内10都市と仙台市、福

島市、青森市において計35会場を開設しております。コンピュータを利用した学校向け教育ソフトは、導入実績

校が発売開始以来累計で3,784校（対前期末26校増）となりました。 

この結果、塾関連事業の売上高は4,264百万円（前年同期比95.1％）、営業利益は593百万円（前年同期比

78.5％）となりました。この内、教育ソフトの売上高は55百万円（前年同期比75.5％）です。 

  

②スポーツ事業 

札幌市内３ヶ所に施設を構えるスポーツクラブＺｉｐは、運営の効率化と経費削減に努めました結果、売上高

は484百万円（前年同期比99.5％）、営業利益は21百万円（前年同期比84.0％）となりました。 
  

  

③その他事業 

本セグメントは物販・不動産管理など主に子会社の売上で構成されており、売上高は減少しましたが経費削減

に努めました結果、売上高は305百万円（前年同期比100.3％）、営業利益は24百万円（前年同期比327.4％）とな

りました。 

  

  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、23,392百万円と、前連結会計年度末より1,349百万円の減少

となりました。 

流動資産につきましては、現金及び預金の増加などにより前連結会計年度末より、1,892百万円増加しました。

固定資産につきましては、投資その他の資産が投資有価証券の評価損計上により減少したことなどから、前連

結会計年度末より3,242百万円減少しました。 

負債につきましては、前受金が前連結会計年度末より673百万円増加しましたが、未払法人税等の減少により合

計では245百万円の増加となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金の減少などにより前連結会計年度末より1,595百万円減少しました。 

  

  
  
(2) 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は、前連結会計年度末に比べ1,579百万円増加し、

4,558百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、1,292百万円となりました。これは主に、前受金の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は537百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の売買によるも

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 
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ので、売却等による収入が1,939百万円、取得による支出が791百万円になりました。 

（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、197百万円となりました。主な要因は配当金の支払額199百万円によるものであ

ります。 

  

  

  

 本日（平成２１年２月１３日）別途公表しております「平成２１年３月期通期業績予想の修正及び配当予想の修正

並びに平成２１年３月期第３四半期末の有価証券評価損の計上に関するお知らせ」に記載のとおり、平成２０年１１

月７日公表の平成２１年３月期通期業績予想を本資料においても修正しております。  

  

  

該当事項はありません。  

  

   

       ①簡便な会計処理 

         ・法人税等並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、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、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、前連結会計年度末において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。なお、法人税等調整額は、法人

税等に含めて表示しております。 

       ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

         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 

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従来、税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会 

 計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりまし 

 たが、当第３四半期連結会計期間より、原則として年度の決算と同様の方法により計算し、繰延税金資産及 

 び繰延税金負債については、回収可能性等を検討した上で、四半期貸借対照表に計上する方法に変更してお 

 ります。 

 当該変更は、第３四半期連結会計期間において第３四半期までの税引前損失が期末までに確実に回復する

とは認められないこととなったため、年度の見積実効税率による方法では特定の四半期連結会計期間におけ

る税金費用を適切に反映できないものと判断し、年度決算と同様の方法を採用することにより四半期連結会

計期間に係る財政状態及び経営成績をより適切に表示することを目的として行われたものであります。 

 なお、従来の方法で税金費用を算定することが困難となったため、第３四半期連結累計期間への影響額は

記載しておりません。 

 また、第２四半期連結累計期間は従来の方法によって税金費用を計算しているため、変更後の方法によっ

た場合に比べて、四半期純損失が261百万円少なく計上されております。 
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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 4,357,397 2,923,343 

受取手形及び売掛金 44,799 80,447 

有価証券 1,188,367 1,057,681 

たな卸資産 21,053 28,006 

繰延税金資産 335,314 106,230 

その他 407,267 265,542 

貸倒引当金 △550 △544 

流動資産合計 6,353,650 4,460,707 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,960,881 8,770,721 

減価償却累計額 △4,660,811 △4,464,142 

建物及び構築物（純額） 4,300,069 4,306,579 

機械装置及び運搬具 501,811 482,064 

減価償却累計額 △420,702 △399,928 

機械装置及び運搬具（純額） 81,108 82,136 

土地 3,334,204 3,370,120 

その他 907,075 885,314 

減価償却累計額 △764,476 △734,813 

その他（純額） 142,599 150,500 

建設仮勘定 74,840 65,405 

有形固定資産合計 7,932,823 7,974,741 

無形固定資産   

ソフトウエア 13,878 9,551 

電話加入権 23,071 23,071 

施設利用権 9,625 9,659 

無形固定資産合計 46,574 42,282 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,787,098 10,005,259 

繰延税金資産 1,000,261 896,713 

敷金及び保証金 390,112 393,054 

長期預金 600,000 700,000 

その他 282,134 269,619 

投資その他の資産合計 9,059,607 12,264,646 

固定資産合計 17,039,004 20,281,670 

資産合計 23,392,655 24,742,378 
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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 50,257 93,136 

未払金 228,286 375,658 

未払法人税等 9,209 247,679 

未払費用 234,855 276,253 

前受金 1,083,557 409,883 

その他 119,567 67,680 

流動負債合計 1,725,733 1,470,291 

固定負債   

役員退職慰労引当金 271,230 275,384 

退職給付引当金 103,654 105,913 

その他 30,138 33,591 

固定負債合計 405,023 414,890 

負債合計 2,130,757 1,885,181 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,984,100 3,984,100 

資本剰余金 3,344,000 3,344,000 

利益剰余金 14,291,865 16,151,411 

自己株式 △45,399 △49,099 

株主資本合計 21,574,565 23,430,411 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △312,668 △573,214 

評価・換算差額等合計 △312,668 △573,214 

純資産合計 21,261,897 22,857,196 

負債純資産合計 23,392,655 24,742,378 
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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 5,054,757

売上原価 3,765,703

売上総利益 1,289,054

販売費及び一般管理費 972,456

営業利益 316,597

営業外収益  

受取利息 160,205

受取配当金 52,476

その他 48,921

営業外収益合計 261,603

営業外費用  

有価証券償還損 25,340

有価証券売却損 694,682

有価証券評価損 821,804

為替差損 379,336

その他 1,043

営業外費用合計 1,922,206

経常損失（△） △1,344,004

特別損失  

固定資産除却損 18,228

投資有価証券評価損 667,038

減損損失 92,384

その他 2,858

特別損失合計 780,510

税金等調整前四半期純損失（△） △2,124,515

法人税等 △466,657

四半期純損失（△） △1,657,857
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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損失（△） △2,124,515

減価償却費 300,172

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,259

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5

未払費用の増減額（△は減少） △41,398

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,154

受取利息及び受取配当金 △212,682

為替差損益（△は益） 379,336

減損損失 92,384

有価証券評価損益（△は益） 821,804

投資有価証券評価損益（△は益） 667,038

有価証券償還損益（△は益） 25,340

有価証券売却損益（△は益） 694,682

固定資産除却損 18,228

売上債権の増減額（△は増加） 35,648

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,952

その他の流動資産の増減額（△は増加） △204,187

仕入債務の増減額（△は減少） △42,879

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,964

その他の流動負債の増減額（△は減少） 76,926

未払金の増減額（△は減少） 162,362

前受金の増減額（△は減少） 673,674

その他 1,188

小計 1,317,705

利息及び配当金の受取額 275,144

法人税等の支払額 △300,142

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,292,707

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 △185,000

定期預金の払戻による収入 230,000

有価証券の償還による収入 467,825

有形固定資産の取得による支出 △639,149

無形固定資産の取得による支出 △8,452

投資有価証券の取得による支出 △791,364

投資有価証券の売却による収入 1,471,895

敷金及び保証金の差入による支出 △21,266

敷金及び保証金の回収による収入 18,262

その他 △4,828

投資活動によるキャッシュ・フロー 537,922
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（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  

配当金の支払額 △199,766

その他 1,778

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,988

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,579,039

現金及び現金同等物の期首残高 2,979,465

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,558,505
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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） 

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

  

  

  

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重要な存外支店がないため、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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

     
塾関連事業 
（千円） 

スポーツ事
業（千円） 

その他
（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    4,264,191     484,819  305,746  5,054,757  －  5,054,757

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
   －  －       177,217       177,217 （177,217）   

計  4,264,191       484,819       482,964  5,231,975 （177,217）  5,054,757

営業利益       593,952       21,784       24,177       639,914 （323,316）       316,597

(1)塾関連事業 学習指導、塾教材、教育ソフト 

(2)スポーツ事業 スポーツクラブ経営 

(3)その他 不動産賃貸・管理、事務用品・機器の販売 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔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 

 該当事項はありません。 

  

株式会社進学会（9760）　平成２１年３月期　第３四半期決算短信

9



「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（平成１９年４月１日～１２月３１日） 

科目 

前年同四半期
（平成19年3月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  5,276

Ⅱ 売上原価  3,801

売上総利益  1,474

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,011

営業利益  463

Ⅳ 営業外収益  635

Ⅴ 営業外費用  404

経常利益  694

Ⅵ 特別損失  183

税金等調整前四半期純利益  511

税金費用  189

四半期純利益  321
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