
 
平成 21 年４月 24 日 

各      位 
                       会 社 名  株式会社 早稲田アカデミー 

                                         代 表 者 名  代表取締役社長 瀧本  司 

         （コード番号 4718 東証第二部） 

                                        問 合 せ 先  取締役管理本部長 河野 陽子 

                                       Ｔ Ｅ Ｌ   ０３－３５９０－４０１１ 
 
 

関係会社株式評価損の計上及びのれんの減損損失の計上 

並びに平成 21 年３月期業績予想の修正に関するお知らせ 
 

 当社が保有する関係会社株式のうち、実質価額が著しく下落したものについて、平成 21 年３月期の

個別決算において、下記のとおり関係会社株式評価損を特別損失として計上することとなりました。

また、平成 21 年３月期の連結決算において、のれんの減損損失を特別損失として計上することとなり

ましたのでお知らせいたします。 

 また、これに伴い、平成 21 年３月期（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日）業績予想（連結・
単体）につきまして平成20年９月12日に発表しております業績予想を下記のとおり修正いたします。 
 

記 

 

１． 平成 21 年３月期における関係会社株式評価損等の総額 

 単体 連結 

(Ａ)平成 21 年３月期第４四半期（平成 21 年１月１日から平成 21 年

３月 31 日まで）の関係会社株式評価損の総額（＝イ－ロ） 
  719 百万円 568 百万円

 
(イ)平成 21 年３月期（平成 20 年４月１日から平成 21 年３月 31 

  日まで）の関係会社株式評価損の総額 
719 百万円 568 百万円

 
(ロ)直前四半期（平成 21 年３月期第３四半期）累計期間（平成 

  20 年４月１日から平成 20 年 12 月 31 日まで）の関係会社株 

  式評価損の総額 

－ － 

 

○純資産額・経常利益額・当期純利益額に対する割合 
 

 単体 連結 

(Ｂ)平成 20 年３月期末の純資産額   4,644 百万円 4,503 百万円 

 （Ａ／Ｂ×１００） 15.5％ 12.6％ 

 （イ／Ｂ×１００） 15.5％ 12.6％ 

(Ｃ) 平成 20 年３月期の経常利益額 1,521 百万円 1,384 百万円 

 （Ａ／Ｃ×１００） 47.3％ 41.1％ 

 （イ／Ｃ×１００） 47.3％ 41.1％ 

(Ｄ) 最近５事業年度の当期純利益額の平均額 571 百万円 558 百万円 

 （Ａ／Ｄ×１００） 125.9％ 101.8％ 

 （イ／Ｄ×１００） 125.9％ 101.8％ 

 ※最近に終了した事業年度の当期純利益額が 10 億円未満のため、当期純利益額は最近 

  ５事業年度の平均値としています。 

 



２．平成 21 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
 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 

前回発表予想（Ａ） 百万円

17,155 
百万円

1,501 
百万円

1,479 
百万円 

1,204 
   円  銭 

   160 83 

今回修正予想（Ｂ） 16,756 1,174 1,149   431    57  73 

増 減 額（Ｂ－Ａ）  △398 △327 △330 △773 ――― 

増 減 率（％）  △2.3  △21.8  △22.3  △64.2 ――― 

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年３月期） 
16,098 1,398 1,384   731 95  31 

 
３．平成 21 年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 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 

前回発表予想（Ａ） 百万円

16,644 
百万円

1,551 
百万円

1,550 
百万円 

1,166 
      円   銭 

   151  97 

今回修正予想（Ｂ） 16,281 1,296 1,293   306     41  02 

増 減 額（Ｂ－Ａ）  △362 △255 △256 △860 ――― 

増 減 率（％）  △2.2  △16.4  △16.5  △73.7 ――― 

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年３月期） 
15,682 1,522 1,521   882 115  06 

 

４．修正の理由 

（1）平成 21 年３月期通期連結業績予想 

 昨年来の厳しい経済環境を背景に個人消費が低迷する中で、当学習塾業界におきましても、非受験

学年を中心に全般的に入塾時期が遅れる等、景気低迷の影響が顕在化しつつあります。また、構造的

な少子化の影響から大学入試の平易化が進み、予備校業界における浪人生市場は縮小傾向が続いてお

ります。 

そのような状況の中、当社グループにおきましては、顧客満足度の向上と集客力の源泉であるブラ

ンド力強化を図るため、生徒・保護者のニーズに適った質の高い教育サービスの提供と、合格に直結

するきめ細かい指導を徹底してまいりました。今春の入試においてはその成果が現れ、当社におきま

しても、また、子会社である株式会社野田学園におきましても、難関校への合格実績を飛躍的に伸長

させることができました。他方、集客面におきましては、顧客層の拡大に向けて新コースを設置する

等、全社を挙げて注力してまいりましたが、昨今の経済状況の中で１月以降、新年度生の出足が鈍く、

期中平均塾生数は前期比 102.7％となり、計画値には至りませんでした。その結果、売上高は前回予想

（平成 20 年９月 12 日発表）を 2.3％下回る 16,756 百万円となり、それに伴い、営業利益・経常利益

も前回予想を下回る見込みです。 

当期純利益につきましては、100％出資子会社である株式会社野田学園につき、のれんの減損損失 568

百万円を特別損失に計上することとなりました結果、前回予想を 64.2％下回る 431 百万円を見込んで

おります。 

（2）平成 21 年３月期通期個別業績予想 

個別の業績予想につきましては、株式会社野田学園の株式評価損 719 百万円を特別損失に計上する

ことにより、当期純利益が前回予想を 73.7％下回る 306 百万円となる見通しです。今後は、今春の飛

躍的な合格実績伸長を塾生獲得のための訴求力とし、引き続き集客に注力するとともに、利益率の改

善に繋がる校舎運営の標準化を推進して、収益拡大に努めてまいります。 

 

（注）上記記載の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断したも

のであり、実際の業績は、今後様々な要因により上記業績予想数値とは異なる結果となる可能

性がありますことをご承知おきください。 
以 上 


