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1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

 

(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 ％

22年2月期第1四半期 2,987 ― △395 ― △388 ― △237 ―
21年2月期第1四半期 3,637 ― 178 ― 192 ― 87 ―

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

22年2月期第1四半期 △4.04 ―
21年2月期第1四半期 1.38 1.38

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

22年2月期第1四半期 8,434 7,122 84.4 121.07
21年2月期 9,711 7,536 77.6 128.11

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  7,122百万円 21年2月期  7,536百万円

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

21年2月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

7,577 ― 673 ― 687 ― 393 ― 6.69

通期 15,683 0.4 2,020 0.0 2,048 △0.3 1,178 0.3 20.03
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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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 65,269,500株 21年2月期  65,269,500株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  6,439,930株 21年2月期  6,439,880株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 58,829,536株 21年2月期第1四半期 63,734,436株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で得られた情報に基づき判断した見通しであり、不確定要素を含んでおります。従
いまして、実際の業績は、状況の変化によって予想数値と異なる場合があります。 
2．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。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第 1四半期会計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融危機による急速な景気後退を背景に企業業績や雇用情勢

の悪化により消費マインドの下降、個人消費が低迷する厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況のもとで、当社は、個別指導塾だから出来る生徒一人ひとりにきめ細やかなサービスと更なるクオリテ

ィの向上に努め、「生徒第一主義」の徹底と「顧客満足度の向上」を不断に心掛けることによって、他塾との差別化をよ

り明確にし、個別指導塾業界のトップ企業を目指しました。 

なお、学習環境の整備ならびに学習塾としてのクオリティ維持・向上を目的として、入会時および学年更新時において

年間費用を一括納入いただいておりました「設備費」について、当期から毎月払いにてお納めいただくよう改定を致して

おります。ＣＳの観点を重視し、顧客へよりわかりやすい納入方法へと変更するものでありますが、入会時および継続時

の顧客の負担を軽減することにより更なる新規入会者数および在籍生徒数の確保に繋がるものと見込んでおります。 

売上高につきましては、新学年をむかえ新規生徒獲得のための広告宣伝等を積極的におこないましたが、新入会者数は

不本意な結果になったものの、並行して実施していた既存生徒に対する継続促進活動の成果として退会者数が例年に比べ

若干ではありますが改善されました。その結果、当第１四半期会計期間の売上高は 2,987 百万円となりました。 

損益面におきましては、減収をカバーすべく積極的にコスト削減に取り組んだ結果、営業損失は 395 百万円、経常損失

は 388 百万円、四半期純損失 237 百万円となりました。 

 

当社の四半期業績の特性として、夏、冬、春の講習会時期及び 2 月、3 月、4 月に生徒募集活動を通常よりも活発に行

っており、生徒数及び売上は増加する傾向にありますが、経費面で生徒募集のための広告宣伝費、人件費及びその他経費

も同期間に集中して発生しております。その結果、当四半期（平成 22 年 2 月期第 1 四半期）は、営業損失を計上してい

るものの、当初の計画に対しては概ね順調に推移しております。 

 

 

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 

〔資 産〕 

資産合計は 8,434 百万円（前事業年度末比 1,277 百万円減）となりました。 

資産については、親会社である株式会社ベネッセコーポレーションに対する短期貸付金の貸付及び積極的な生徒募

集活動等を行った結果、現金及び預金が減少したことによるものであります。 

〔負 債〕 

負債合計は 1,311 百万円（前事業年度末比 862 百万円減少）となりました。 

負債については、借入金を約定により返済したため１年内返済予定の長期借入金が減少し、さらに未払法人税等の

減少等があったことによるものであります。 

〔純資産〕 

純資産合計は 7,122 百万円（前事業年度末比 414 百万円減少）となりました。 

純資産については、四半期純損失を計上したことや、剰余金の配当金があったことによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第 1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という｡）は、生徒募集が低調に推移した事により営業損

失（税引前四半期純損失△378 百万円）を計上、また親会社である株式会社ベネッセコーポレーションに対して短期貸

付金の貸付、法人税等の支払い、配当金の支払い等により、前事業年度末に比べ 4,348 百万円減少し、当第 1 四半期

末は 2,236 百万円となりました。 

また当第 1四半期会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は、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 1,057 百万円となりました。 

これは主に、生徒募集活動を積極的に行いましたが、新入会で苦戦したことによる営業損失及び法人税等の支払

い等をおこなったこと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、使用した資金は 3,047 百万円となりました。 

これは主に、親会社である株式会社ベネッセコーポレーションに対して短期貸付金の貸付を行ったことによるも

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 242 百万円となりました。 

これは主に、配当金の支払い及び長期借入金の約定返済の支払いがあったことによるものであります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年 4月 10 日に発表いたしました平成 22 年 2月期の第 2四半期累計期間及び通期の業績予想について変更はご

ざいません。 

なお、今後の経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。 

 

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 

当第１四半期会計期間（自 平成 21 年 3 月 1日 至 平成 21 年 5月 31 日） 

記載すべき重要な事項はありません。 

 

（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 

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。 

 

（３）追加情報 

当第１四半期会計期間（自 平成 21 年 3 月 1日 至 平成 21 年 5月 31 日） 

設備費売上高は、教室の設備投資について顧客にご負担していただいている金額に係る売上高であり、従来、入

会時及び学年更新時に年間設備費として顧客に一括してご負担していただいていたため、年間設備費を入会時及び

学年更新時に一括売上計上しておりましたが、平成 21 年 3月より生徒の在籍期間に応じて毎月ご負担していただ

く方法に変更したことに伴い、当期より月額設備費を月次で売上計上する方法に変更いたしました。 
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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１四半期会計期間末 
前事業年度末に係る 

要約貸借対照表  

(平成２１年５月 31 日) (平成２1年２月 28 日) 

資産の部    

 流動資産   

現金及び預金  2,736,228 7,084,521 

営業未収入金 161,565 241,937 

短期貸付金 3,000,000 － 

たな卸資産 5,093 5,919 

その他 541,508 376,323 

貸倒引当金 △16,732 △15,286 

流動資産合計 6,427,664 7,693,414 

 固定資産  

有形固定資産  292,527 306,859 

無形固定資産 127,406 115,198 

投資その他の資産  

 敷金及び保証金  1,454,011 1,455,127 

 その他 132,446 140,567 

 投資その他の資産合計 1,586,457 1,595,694 

 固定資産合計 2,006,391 2,017,752 

資産合計 8,434,056 9,711,167 
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（単位：千円） 

当第１四半期会計期間末 
前事業年度末に係る 

要約貸借対照表  

(平成２１年５月 31 日) (平成２1年２月 28 日) 

負債の部   

 流動負債 

 買掛金 9,742 22,593 

 1 年内返済予定の長期借入金 92,500 175,000 

 未払法人税等 10,889 303,148 

 賞与引当金 109,979 124,133 

 その他 1,076,176 1,545,226 

 流動負債合計 1,299,287 2,170,101 

 固定負債  

 その他 12,437 4,508 

 固定負債合計 12,437 4,508 

 負債合計 1,311,724 2,174,610 

純資産の部   

 株主資本   

 資本金 642,157 642,157 

 資本剰余金  1,233,213 1,233,213 

 利益剰余金 6,349,760 6,763,979 

 自己株式 △1,102,799 △1,102,794 

 株主資本合計 7,122,331 7,536,556 

 純資産合計 7,122,331 7,536,556 

負債純資産合計 8,434,056 9,711,167 
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（２）損益計算書 

（単位：千円） 

 当第 1四半期累計期間 

 
（自 平成 21 年３月１日 

至 平成 21 年５月 31 日） 

売上高 2,987,726

売上原価 1,925,688

売上総利益 1,062,037

販売費及び一般管理費 1,457,092

営業損失（△） △395,055

営業外収益 

受取利息 7,248

その他 266

営業外収益合計 7,514

営業外費用 

支払利息 485

営業外費用合計 485

経常損失（△） △388,026

特別利益 

賞与引当金戻入額 14,154

その他 842

特別利益合計 14,996

特別損失 

固定資産除却損 2,327

投資有価証券評価損 3,124

特別損失合計 5,451

税引前四半期純損失（△） △378,481

法人税、住民税及び事業税 5,125

法人税等調整額 145,875

法人税等合計 △140,750

四半期純損失（△） △237,730
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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 1四半期累計期間 

 
（自 平成 21 年３月１日 

至 平成 21 年５月 31 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純損失（△） △378,481

減価償却費 23,565

長期前払費用償却額 2,460

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,445

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,154

受取利息及び受取配当金 △7,248

支払利息 485

固定資産除却損 2,327

投資有価証券評価損益（△は益） 3,124

売上債権の増減額（△は増加） 80,371

たな卸資産の増減額（△は増加） 825

その他流動資産の増減額（△は増加） △3,650

仕入債務の増減額（△は減少） △12,851

前受金の増減額（△は減少） 12,763

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,127

未収消費税等の増減額（△は減少） 5,022

その他流動負債の増減額（△は減少） △475,173

 小計 △746,037

利息の支払額 △402

法人税等の還付額 429

法人税等の支払額 △311,660

営業活動によるキャッシュ・フロー                 △1,057,671

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 貸付けによる支出 △3,000,000

 有形固定資産の取得による支出 △18,597

 有形固定資産の除却による支出 △1,442

 無形固定資産の取得による支出 △26,150

 敷金及び保証金の差入による支出 △398

 敷金及び保証金の回収による収入 1,575

 長期前払費用の取得による支出 △2,670

 その他 △87

投資活動によるキャッシュ・フロー                 △3,047,770

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △82,500

リース債務の返済による支出 △543

自己株式の取得による支出 △5

配当金の支払額 △159,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △242,850

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,348,292

現金及び現金同等物の期首残高 6,584,521

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,236,228
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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。 

  

 

（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）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。
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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）四半期損益計算書 

  第１四半期累計期間（平成 20 年 3月 1日～5月 31 日） 

前年同四半期 

 (平成２１年２月期 

第１四半期) 

 
科目 

金 額（千円）   

 

Ⅰ  売上高  3,637,172

Ⅱ  売上原価  2,041,201

売上総利益  1,595,971

Ⅲ  販売費及び一般管理費  1,417,909

 営業利益  178,061

Ⅳ 営業外収益  15,984

Ⅴ 営業外費用  1,369

 経常利益  192,676

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  10,044

税引前四半期(当期)純利益  182,631

税金費用  94,909

四半期（当期）純利益  87,721



 

㈱東京個別指導学院(4745) 平成22年2月期 第1四半期決算短信（非連結） 

 - 11 - 

（２）（要約）キャッシュ・フロー計算書 

  第１四半期累計期間（平成 20 年 3月 1日～5月 31 日） 

前年同四半期 

 (平成２１年２月期 

第１四半期) 

      

区分 
金 額（千円）  

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税引前四半期純利益 182,631  

 減価償却費 18,283  

長期前払費用償却 2,761  

 貸倒引当金の増減額（減少は△） 3,850  

 賞与引当金の増減額（減少は△） 83,379  

 受取利息及び受取配当金 △7,925  

 支払利息 1,369  

 固定資産除却損 2,894  

投資有価証券評価損益（△は益） 7,150  

 売上債権の増減額（増加は△） △390,983  

 たな卸資産の増減額（増加は△） △74  

 その他流動資産の増減額（増加は△） △3,946  

 仕入債務の増減額（減少は△） 3,465  

 前受金の増減額（減少は△） 11  

 未払消費税等の増減額（減少は△） 30,300  

 その他流動負債の増減額（減少は△） △443,273  

    小      計 △510,105  

 利息及び配当金の受取額 1,358  

 利息の支払額 △1,289  

 法人税等の支払額 △445,751  

営業活動によるキャッシュ・フロー                 △955,788  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 貸付金の貸付による支出 △3,000,000  

 有形固定資産の取得による支出 △8,654  

 無形固定資産の取得による支出 △6,250  

 敷金及び保証金の差入による支出 △15,696  

 敷金及び保証金の回収による支出 1,224  

 その他投資の取得による支出 △87  

投資活動によるキャッシュ・フロー                 △3,029,463  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入金の返済による支出 △82,500  

自己株式の取得による支出 △11  

配当金の支払額 △292,056  

財務活動によるキャッシュ・フロー △374,567  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少は△) △4,359,819  

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 6,965,635  

Ⅵ 現金及び現金同等物四半期末残高 2,605,816  
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６．販売の状況 

[品目別売上高明細表] 

当四半期 

 (平成２２年２月期 

第１四半期) 

（参考）前期 

(平成２１年２月期) 
 

 

生徒数 金    額 構成比 生徒数 金    額 構成比    

 人 千円 ％ 人 千円 ％  

小 学 生 3,430 448,338 15.0 3,884 2,233,969 14.3  

中 学 生 9,479 1,292,670 43.3 10,836 6,621,806 42.4  

高 校 生 9,428 1,246,716 41.7 11,006 6,768,124 43.3  

合 計 22,337 2,987,726 100.0 25,726 15,623,901 100.0  

（注）1．生徒数は、期中平均の在籍人数を記載しております。 

    2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 




