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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 4,102 ― △764 ― △760 ― △495 ―
21年2月期第1四半期 4,181 ― △626 ― △629 ― △826 ―

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 △57.92 ―
21年2月期第1四半期 △91.27 ―

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 10,804 4,632 42.9 541.81
21年2月期 10,809 5,207 48.2 609.08

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  4,632百万円 21年2月期  5,207百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
― ― 10.00 10.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

9,940 1.1 22 △80.4 32 △73.3 △50 ― △5.84

通期 20,630 3.9 777 150.1 825 140.3 308 ― 36.02
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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、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．平成21年4月10日に発表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しておりません。 
２．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、上記予想に関する事項につきましては、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。 
３．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 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 9,550,888株 21年2月期  9,550,888株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期 1,000,590株 21年2月期  1,000,590株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 8,550,298株 21年2月期第1四半期 9,050,640株
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【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１四半期連結会計期間(以下、当第１四半期)におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響によ

る円高や株価の低迷などを背景に、企業収益や雇用情勢の大幅な悪化や設備投資の抑制など景気後退局面

が続いており、極めて厳しい状況で推移しました。 

当業界におきましては、少子化による激しい生徒獲得競争が繰り広げられ、また、大手を中心とした営

業拠点拡大の傾向は継続しております。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、既に発表しております来期からの純粋持株会社制

への移行を前提とした組織改編も当連結会計年度より実施し、グループ内組織の連携強化にも取り組んで

おります。 

また、前連結会計年度から推進しております「学びＭＡＸ」（集団授業、個別授業、映像授業、通信添

削など選べる総合教育システム）を充実させ、生徒一人ひとりのニーズに合わせたサービスを提供するこ

とで顧客満足度を向上させ、集客を確保すべく全力で取り組んでおります。当連結会計年度より小中学生

部門にて営業を開始しました市進学院久我山教室（東京都）、旗の台教室（東京都）、綱島教室（神奈川

県）、武蔵浦和教室（埼玉県）では、開設当初から集団授業、個別授業、映像授業（高等部）を設置して

おります。 

集団授業におきましては、当業界全体で生徒数減少の傾向にありますが、小中学生部門（市進学院）で

は夏期講習における受験学年の日数や講座数を見直し、今後の収入増加を見込んでおります。高校生部門

（市進予備校）では、東京大学などの難関大学合格をめざす生徒や保護者からのニーズに応え、「Ｚ会東

大マスターコース」を４月より全校舎に設置しております。なお、高校生部門ではライブ授業の一部を映

像授業や個別授業へとシフトしたことで、当第１四半期のライブ授業収入は減少しましたが、人件費およ

び教材費などの削減効果が見られ、第２四半期に向けて業績は改善されていく見込みです。 

個別授業におきましては、小中学生部門（市進学院）では新たに個太郎塾を35教室併設し、個太郎塾併

設77教室となっております。当第１四半期の先行投資により、夏期講習を含む今後の集客増加を計画して

おります。高校生部門（市進予備校）では、大学受験を専門とする個別指導コース「ウイング個太郎」を

当連結会計年度から各校舎に設置し、個別指導で大学合格を希望する生徒の集客を図っております。 

映像授業におきましては、高校生部門（市進予備校）に加えて、小中学生部門（市進学院）117拠点のう

ち100拠点に「高等部」を併設しており、より多くの高校生や中高一貫校の生徒を対象とした映像授業の配

信サービスを行っております。 

提携校への「市進ウイングネット」配信におきましては、当連結会計年度から新たに専門部署として発

足しました第三事業本部において積極的な営業活動を行い、平成21年５月末現在、契約社数105社と順調に

増加しております。定期テストや分野別の弱点強化など、より多くのニーズに応えるため、学校の教科書

にも対応した「ベーシックウイング」を当第１四半期より本格的に配信を開始し、映像の質的向上ととも

に、加盟校への配信サービスを強化しております。 

株式会社個学舎が運営する一般ＦＣ個太郎塾もＦＣ運営のノウハウも蓄積され、当連結会計年度におけ

る飛躍が期待されます。 

なお、当社グループの四半期業績の特徴といたしまして、第１四半期は、収益の基礎となる生徒数が最

も少ない期間であること、また、夏期講習のような長期講習が実施されないことなどにより、他の四半期

と比較して売上高が少なくなる傾向があります。他方、教室の賃借料や人件費等の固定費は期首から発生

することにより、例年、第１四半期は損失計上となっております。特に当連結会計年度は、生徒の学習環

境を整えるための拠点リニューアルを第１四半期を中心に行うなど、夏期講習および後期のさらなる集客

に備えた先行投資を行ったため、例年以上に費用が計上されております。当社グループにおきましては、

夏期講習から９月にかけてが大きな生徒集客のタイミングであり、秋から冬にかけて生徒数はピークを迎

えます。これにより、第２四半期では夏期講習、期末では冬期講習の収入が計上され、年間利益を確保し

ていく構造となっております。 

この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は4,102百万円、営業損失は764百万円、経常損失

は760百万円、また、当第１四半期は四半期純損失の税効果会計を取り込んだため、四半期純損失は495百

万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は10,804百万円（前連結会計年度比0.0％減）となりました。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は6,171百万円（前連結会計年度比10.2％増）となりました。 
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主な要因としては、短期借入金の増加によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は4,632百万円（前連結会計年度比11.0％減）となりました。

主な要因としては、利益剰余金の減少によるものであります。 

（自己資本比率） 

当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は42.9％（前連結会計年度比5.3％減）となりました。 

（１株当たり純資産額） 

当第１四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は541円81銭（前連結会計年度比67円27銭の減

少）となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,479百万円（前年同期比251百万円の減

少）となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,102百万円の支出（前年同期比242百万円の増加）となりま

した。これは、主に税金等調整前第１四半期純損失の計上によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、35百万円の支出（前年同期比48百万円の減少）となりました。

これは、主に有形固定資産の取得によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、974百万円の収入（前年同期比671百万円の増加）となりまし

た。これは、主に借入金の増加によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後のわが国経済は、景気低迷の急激な回復を見込むことは難しく、個人消費の冷え込みも当面の間は

続くものと予想され、先行きは不透明な状況にあります。 

教育サービス業界におきましても、近年、長期に亘る少子化傾向の中、受験制度や教育ニーズの多様化

により、同業他社間の競争も激しく、また、業界全体を巻き込んだ再編の動きも活発化しております。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、生徒や保護者のニーズに対応したより質の高い、

効果的な教育サービスを提供し、顧客満足度の向上を図り、生徒集客の増加に努めてまいります。 

また、教育業界の特徴として、年間収益の達成に向けては、今後の夏期講習や９月新入会生の集客が重

要となるため、当社並びに子会社ともに、グループ全社をあげて新入会生獲得に注力してまいります。 

当第１四半期連結会計期間の業績は、計画を若干下回る状況で推移しているものの、概ね計画通りの状

況であり、連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期ともに平成21年４月10日発表の

業績予想からの変更はありません。 

 

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 

該当事項はありません。 

 

(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 

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。 

 なお、第１四半期連結会計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）から、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第

50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。 

②連結の範囲の変更 

当第１四半期連結会計期間より、新たに株式会社市進準備会社、株式会社市進ウイングネット、株式会 
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社市進綜合研究所を設立したため、連結の範囲に含めております。なお、変更後の連結子会社の数は５ 

社であります。 

③たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によってお 

りましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９ 

号平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額に 

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、この変更による損 

益への影響は軽微であります。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

「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、当第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、残存価格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リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転ファイナンス・リース取引 

については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法を準じた会計処理によっております。この

結果、損益へ与える影響は軽微であります。
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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１四半期 
連結会計期間末 

(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,716,403 2,827,767

売掛金 22,588 1,284

有価証券 37,170 37,153

商品及び製品 110,989 137,455

原材料及び貯蔵品 7,703 7,386

その他 1,281,368 1,099,435

貸倒引当金 △14,717 △15,728

流動資産合計 4,161,506 4,094,754

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,518,500 1,489,591

その他（純額） 828,288 818,293

有形固定資産合計 2,346,788 2,307,884

無形固定資産 181,198 151,815

投資その他の資産   

差入保証金 2,858,102 2,907,868

その他 1,256,797 1,347,140

投資その他の資産合計 4,114,900 4,255,009

固定資産合計 6,642,887 6,714,709

資産合計 10,804,394 10,809,464

負債の部   

流動負債   

買掛金 286,345 257,325

短期借入金 900,000 －

1年内返済予定の長期借入金 404,401 382,177

未払金及び未払費用 875,253 1,087,207

未払法人税等 28,252 156,015

賞与引当金 199,399 463,610

その他 917,832 852,211

流動負債合計 3,611,485 3,198,548

固定負債   

長期借入金 1,049,572 925,325

退職給付引当金 944,246 912,612

役員退職慰労引当金 458,560 458,560

その他 107,922 106,607

固定負債合計 2,560,300 2,403,104

負債合計 6,171,786 5,601,653

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,375,900 1,375,900

資本剰余金 1,085,177 1,085,177

利益剰余金 2,867,362 3,448,163

自己株式 △320,257 △320,257

株主資本合計 5,008,182 5,588,983

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,388 2,790

土地再評価差額金 △383,962 △383,962

評価・換算差額等合計 △375,574 △381,172

純資産合計
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4,632,607 5,207,811

負債純資産合計 10,804,394 10,809,464
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 4,102,481

売上原価 4,100,744

売上総利益 1,736

販売費及び一般管理費 765,901

営業損失（△） △764,165

営業外収益  

受取利息 2,560

雑収入 8,805

営業外収益合計 11,366

営業外費用  

支払利息 7,686

雑損失 166

営業外費用合計 7,853

経常損失（△） △760,652

特別利益  

原状回復費戻入益 6,242

特別利益合計 6,242

特別損失  

固定資産除却損 8,224

減損損失 1,210

特別損失合計 9,435

税金等調整前四半期純損失（△） △763,845

法人税、住民税及び事業税 28,868

法人税等調整額 △297,414

法人税等合計 △268,546

四半期純損失（△） △495,298
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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１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △763,845

減価償却費 82,804

減損損失 1,210

差入保証金償却額 909

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,011

賞与引当金の増減額（△は減少） △264,210

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,633

受取利息及び受取配当金 △2,560

支払利息 7,686

固定資産除却損 8,224

原状回復費戻入益 △6,242

売上債権の増減額（△は増加） △24,610

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,149

仕入債務の増減額（△は減少） 29,019

未払金の増減額（△は減少） △255,680

前受金の増減額（△は減少） △89,721

未払消費税等の増減額（△は減少） 28,291

その他 234,492

小計 △957,458

利息及び配当金の受取額 1,084

利息の支払額 △8,709

法人税等の支払額 △137,759

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,102,843

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 47,950

有形固定資産の取得による支出 △91,128

長期貸付けによる支出 △1,500

長期貸付金の回収による収入 2,034

敷金及び保証金の差入による支出 △4,392

敷金及び保証金の回収による収入 50,201

その他 △38,604

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,438

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 900,000

長期借入れによる収入 250,000

長期借入金の返済による支出 △103,529

配当金の支払額 △68,097

リース債務の返済による支出 △3,489

財務活動によるキャッシュ・フロー 974,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △163,397

現金及び現金同等物の期首残高 1,643,052

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,479,655
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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。 

 

(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】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 当社グループは、教育の分野において、小中学生及び高校生を対象とした学習・受験指導等の教育サ

ービスを提供すべく、単一業種の事業活動を営んでおりますので、該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 当社グループには、在外子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 当社グループには、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 

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

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期にかかる財務諸表 

(1)（要約）四半期連結損益計算書 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

                                    （単位未満切捨） 

 
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 売上高 4,181,922

Ⅱ 売上原価 4,060,693

   売上総利益 121,229

Ⅲ 販売費及び一般管理費 748,190

   営業利益又は営業損失(△) △626,961

Ⅳ 営業外収益 

   受取利息 2,756

   受取配当金 －

   外部模試手数料収入 －

   自動販売機等収入 685

   雑収入 10,687 14,129

Ⅴ 営業外費用 

   支払利息 9,099

   貸倒引当金繰入額 －

   雑損失 7,462 16,561

   経常利益又は経常損失(△) △629,393

Ⅵ 特別利益 

   固定資産売却益 －

   移転補償金 83,868 83,868

Ⅶ 特別損失 

   固定資産除却損 44,833

   減損損失 －

   その他 16,490 61,324

   税金等調整前当期純利益又は当期純損失(△) △606,849

   法人税、住民税及び事業税 28,005

   法人税等調整額 191,218 219,224

   当期純利益又は当期純損失(△) △826,073
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

                                    （単位未満切捨） 

 
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 

   税金等調整前第1四半期純損失（△）又は当期純利益 △606,849

   減価償却費 81,506

   減損損失 －

   敷金保証金償却 678

   貸倒引当金の増加 166

   賞与引当金の増加（△は減少） △289,601

   退職給付引当金の増加（△は減少） 14,490

   役員退職慰労引当金の減少 －

   受取利息及び受取配当金 △2,756

   支払利息 9,099

   固定資産売却益 －

   固定資産除却損 44,833

   売上債権の増加 △36,209

   たな卸資産の減少（△は増加） △33,023

   仕入債務の増加 55,182

   未払金の減少 △172,316

   前受金の増加（△は減少） △558,297

   未払消費税等の増加（△は減少） △10,837

   役員賞与の支払額 －

   その他 232,590

    小計 △1,271,343

   利息及び配当金の受取額 2,287

   利息の支払額 △8,837

   移転補償金の受取による収入 －

   法人税等の支払額 △67,081

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,344,975

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   定期預金の減少（△は増加） 299,927

   有形固定資産の取得による支出 △219,117

   有形固定資産の売却による収入 －

   長期貸付による支出 △1,980

   長期貸付金の回収による収入 2,877

   敷金保証金の差入による支出 △2,801

   敷金保証金の返還による収入 37,275

   その他 △102,869

  投資活動によるキャッシュ・フロー 13,312
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前年同四半期 

（平成21年２月期第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の増加 810,000

   長期借入による収入 －

   長期借入金の返済による支出 △102,617

   自己株式取得による支出 △320,000

   配当金の支払額 △84,098

  財務活動によるキャッシュ・フロー 303,284

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加（△は減少） △1,028,378

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,759,328

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,730,950
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