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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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3月期第1四半期 2,977 △2.0 △685 ― △687 ― △434 ―
21年3月期第1四半期 3,038 ― △548 ― △554 ― △83 ―

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3月期第1四半期 △62.65 ―
21年3月期第1四半期 △10.85 ―

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3月期第1四半期 9,478 3,553 37.4 511.59
21年3月期 9,085 4,099 45.0 590.11

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,547百万円 21年3月期  4,092百万円

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3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 ― 20.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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

8,155 0.8 239 △47.3 221 △49.9 110 △81.8 15.98

通期 17,097 2.0 1,148 △2.2 1,116 △2.8 587 36.2 84.74



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） 

(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 
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。上記業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ
いては、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3月期第1四半期 7,676,040株 21年3月期  7,676,040株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  741,064株 21年3月期  741,064株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 6,934,976株 21年3月期第1四半期 7,673,540株



 当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、景気が停滞する中で、雇用・所得環境への根強い不安感から

個人消費も低調に推移し、先行き不透明で厳しい状況が続きました。 

 当学習塾業界におきましても、家計の引き締めによる集客への影響が懸念されており、各社とも業績拡大に向

け、新商品の開発や新たな収益基盤の開拓等の施策に取り組んでおります。 

 このような状況の中、当社グループ（当社及び連結子会社。以下同様。）におきましては、通塾生の定着率を一

層向上させるため、従業員研修に注力し、授業サービスの向上・顧客満足度の向上を図ってまいりました。また、

収益基盤の強化に向けては、新たな海外提携塾の獲得等、顧客層の拡大につながる対外施策に積極的に取り組んで

まいりました。 

 当社におきましては、昨年12月に開始した中学受験をしない小６生対象の実力診断「早稲アカ 夢テスト」の第

２回開催に向け、内容の充実を図るとともに、地方の進学塾に対し、当社が開発したオリジナル教材に加え、当該

テストの販売も開始いたしました。また、都県立難関高校志望者へのサービス向上を図るため、特別講座の増設準

備を進めてまいりました。 

 運営面では、校舎における１クラス平均人数及び事務職員配置の適正化を今年度の優先課題の１つとし、全社的

にその推進に取り組んでまいりましたが、当第１四半期よりその成果が現れ始めており、今後の経営効率向上につ

ながるものと考えております。 

 子会社である株式会社野田学園につきましては、少子化により大学受験が平易化し、高卒生（浪人生）市場が縮

小傾向にある中で、現役高校生獲得に注力するとともに、当社高校部（サクセス18）との連携を活かせる新コース

の設置準備を進めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期における連結業績につきましては、売上高2,977百万円（前年同期比2.0％減）、営業

損失685百万円（前年同期比136百万円損失増）、経常損失687百万円（前年同期比133百万円損失増）、四半期純損

失434百万円（前年同期比351百万円損失増）となりました。 

  

 なお、当社グループの四半期業績の特徴といたしまして、収益の大半を占める学習塾部門において、第１四半期

は収益の基礎となる塾生数が少ない期間であり、また、通常授業以外の講習会や合宿・正月特訓を開催しないこと

から、売上高が他の四半期と比較して少なくなる傾向があります。他方、校舎の地代家賃や人件費等の固定的費用

が期首から発生することにより、第１四半期の収益性が低く、例年、損失計上となっております。当第１四半期に

つきましても、以上の要因により損失計上となりましたが、会社計画に対しては概ね予定どおりであり、現時点で

は順調に推移しております。 

   

（学習塾部門） 

 当社におきましては、平成21年４月に高校部専門校舎であるサクセス18所沢校を新規出校し、５月には個別指導

ＭＹＳＴＡ新浦安教室の受付を開始（授業開始は平成21年７月）いたしました。両校舎とも、既存の当社集団指導

校舎との連携を活かし、堅調に集客が進んでおります。 

 塾生数の状況につきましては、中１並びに小・中学部の受験学年においては前年を上回り、順調に推移いたしま

したが、小学部低学年層における入塾手続きが鈍化したこと等により、当第１四半期の期中平均塾生数は、小学部

12,717名（前年同期比3.2%減）、中学部11,079名（前年同期比1.1％減）、高校部2,500名（前年同期比4.7%減）、

全学部合計で26,296名（前年同期比2.5％減）となりました。 

 以上の結果、学習塾部門の売上高は2,934百万円（前年同期比2.0％減）となりました。 

  

（不動産賃貸部門等） 

 当部門につきましては、子会社である株式会社ビーケアの業績が、期首の販売計画を上回り、順調に推移したも

のの、当社所有の不動産賃貸物件の稼働率が伸び悩み、また、社会人研修事業の受講者数が前年を下回ったことに

より、売上高は42百万円（前年同期比6.4％減）となりました。 

 当第１四半期末の総資産は、9,478百万円となり、前連結会計年度末に比べ、392百万円増加いたしました。増加

の主な要因は、流動資産276百万円の増加によるものであります。その内訳は、営業未収入金218百万円、繰延税金

資産268百万円の増加と、現金及び預金198百万円の減少であります。その他に、有形固定資産は、94百万円の増

加、無形固定資産は、1百万円の増加、投資その他の資産は、21百万円の増加となりました。  

 当第１四半期末の負債合計は、5,924百万円となり、前連結会計年度末に比べ、938百万円増加いたしました。増
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加の主な要因は、流動負債874百万円の増加によるものであります。その内訳は、短期借入金607百万円、前受金

861百万円の増加と、確定納付による未払法人税等及び未払消費税451百万円、賞与引当金194百万円の減少であり

ます。その他に、固定負債は、64百万円の増加となりました。 

  当第１四半期末の純資産の部は、3,553百万円となり、前連結会計年度末に比べ、545百万円減少いたしました。

その内訳は、当四半期純損失434百万円、配当金の支払い138百万円による減少であります。この結果、自己資本比

率は、前連結会計年度末の45.0％から37.4％となりました。 

  

（キャッシュ・フローについて） 

  当第１四半期末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより217百万円となり、前連結会

計年度末に比べ、150百万円減少いたしました。 

  

（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、税金等調整前四半期純損失697百万円、賞与引当金の減少194百万円、売

上債権の増加218百万円、法人税等の支払額411百万円が減少の要因となり、一方、減価償却費105百万円、前受金

の増加861百万円等が増加の要因となりました。 

  この結果、キャッシュ・フローは555百万円の支出となり、前年同期に比べ、32百万円支出が減少いたしまし

た。 

  

（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、有形固定資産の取得119百万円による支出と、定期預金等48百万円の取

崩しによる収入であります。この結果、キャッシュ・フローは90百万円の支出となり、前年同期に比べ、182百万

円支出が増加いたしました。 

  

（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、短期借入金の純増額672百万円と配当金の支払87百万円等により、キャ

ッシュ・フローとしては、496百万円の収入となりました。この結果、前年同期に比べ、243百万円収入が増加いた

しました。 

  

 通期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、業績を反映し、2,106百万

円の収入を予想しております。投資活動によるキャッシュ・フローは、新規校舎の開校費用の支払等により665百

万円の支出を見込んでおります。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に、借入金の元利金の支払い、配当金

の支払等により933百万円の支出を見込んでおります。 

  

 当第１四半期連結会計期間における業績は概ね計画どおり推移しており、前回公表（平成21年５月12日付）の第

２四半期連結累計期間並びに通期の業績予想に変更はありません。引き続き、年度計画の達成に向け、顧客サービ

スの充実に努め、通塾生の定着率向上と新入生獲得に努めてまいります。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、今後様々な不

確定要素や内外の情勢変化等の要因により、実際の実績とは異なる可能性があります。     

  

 該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  該当事項はありません。  
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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６月30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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 265,429 464,374

営業未収入金 1,050,559 832,185

有価証券 8,260 8,256

商品及び製品 22,143 36,894

原材料及び貯蔵品 3,525 3,516

繰延税金資産 503,471 235,398

その他 291,497 287,638

貸倒引当金 △29,737 △29,423

流動資産合計 2,115,149 1,838,840

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,572,409 4,471,047

減価償却累計額 △2,542,505 △2,477,851

建物及び構築物（純額） 2,029,903 1,993,196

土地 2,007,357 2,007,357

リース資産 306,084 227,418

減価償却累計額 △40,138 △26,770

リース資産（純額） 265,945 200,647

建設仮勘定 109,163 117,131

その他 425,055 418,564

減価償却累計額 △307,598 △301,620

その他（純額） 117,457 116,944

有形固定資産合計 4,529,828 4,435,278

無形固定資産   

のれん 14,359 17,231

その他 571,946 568,059

無形固定資産合計 586,306 585,291

投資その他の資産   

投資有価証券 389,811 347,005

長期貸付金 7,363 －

繰延税金資産 218,749 240,203

長期未収入金 135,000 135,000

差入保証金 1,542,217 1,550,372

その他 109,283 106,922

貸倒引当金 △155,362 △153,522

投資その他の資産合計 2,247,063 2,225,981

固定資産合計 7,363,198 7,246,551

資産合計 9,478,347 9,085,392

2009/07/29 11:36:00

- 1 -



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 98,967 122,085

短期借入金 2,041,900 1,434,800

1年内返済予定の長期借入金 184,280 190,530

未払費用 597,851 636,280

リース債務 59,893 44,403

未払法人税等 14,469 439,889

前受金 1,138,203 276,584

賞与引当金 155,223 349,432

その他 521,112 443,322

流動負債合計 4,811,899 3,937,329

固定負債   

長期借入金 574,320 577,890

リース債務 207,300 157,074

退職給付引当金 297,181 280,029

その他 34,233 33,858

固定負債合計 1,113,035 1,048,851

負債合計 5,924,935 4,986,180

純資産の部   

株主資本   

資本金 467,304 467,304

資本剰余金 416,253 416,253

利益剰余金 3,317,176 3,890,341

自己株式 △598,872 △598,872

株主資本合計 3,601,862 4,175,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54,014 △82,627

評価・換算差額等合計 △54,014 △82,627

少数株主持分 5,564 6,811

純資産合計 3,553,411 4,099,211

負債純資産合計 9,478,347 9,085,392

2009/07/29 11:36:00

- 2 -



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,038,825 2,977,122

売上原価 2,641,186 2,704,349

売上総利益 397,639 272,773

販売費及び一般管理費 945,735 957,787

営業損失（△） △548,095 △685,013

営業外収益   

受取利息 1,150 248

受取配当金 573 2,123

その他 2,824 4,595

営業外収益合計 4,548 6,967

営業外費用   

支払利息 10,694 9,381

その他 55 443

営業外費用合計 10,749 9,825

経常損失（△） △554,297 △687,872

特別利益   

固定資産売却益 108,842 －

投資有価証券売却益 － 202

役員退職慰労引当金戻入額 286,890 －

受取補償金 11,000 －

特別利益合計 406,733 202

特別損失   

固定資産処分損 29,147 9,044

減損損失 14,810 －

社葬費 13,703 －

その他 － 907

特別損失合計 57,660 9,951

税金等調整前四半期純損失（△） △205,224 △697,621

法人税、住民税及び事業税 4,190 4,340

法人税等調整額 △124,562 △266,248

法人税等合計 △120,372 △261,908

少数株主損失（△） △1,611 △1,247

四半期純損失（△） △83,240 △434,465
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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（△） △205,224 △697,621

減価償却費 87,449 105,043

減損損失 14,810 －

のれん償却額 22,221 2,871

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,239 2,154

賞与引当金の増減額（△は減少） △198,546 △194,209

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,288 17,152

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △286,890 －

受取利息及び受取配当金 △1,723 △2,371

支払利息 10,694 9,381

投資有価証券売却損益（△は益） － △202

固定資産売却損益（△は益） △108,842 －

固定資産処分損益（△は益） 29,147 9,044

売上債権の増減額（△は増加） △209,168 △218,373

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,881 14,740

仕入債務の増減額（△は減少） △40,766 △23,118

前受金の増減額（△は減少） 862,969 861,618

未払消費税等の増減額（△は減少） △61,514 △26,417

預り保証金の増減額（△は減少） △21,137 375

その他の資産の増減額（△は増加） △60,771 △4,232

その他の負債の増減額（△は減少） 32,790 675

小計 △89,093 △143,489

利息及び配当金の受取額 379 7,401

利息の支払額 △6,805 △8,467

法人税等の支払額 △492,687 △411,114

営業活動によるキャッシュ・フロー △588,206 △555,670
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 △198,566 △119,549

有形固定資産の売却による収入 531,885 －

無形固定資産の取得による支出 △164,530 △4,588

固定資産の除却による支出 △15,116 △5,013

差入保証金の差入による支出 △57,073 △19,382

差入保証金の回収による収入 18,576 12,800

貸付けによる支出 － △8,000

貸付金の回収による収入 892 4,229

その他の支出 △1,494 △107

その他の収入 1,435 －

定期預金の増減額（△は増加） △24,374 48,874

投資活動によるキャッシュ・フロー 91,634 △90,737

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） 450,000 672,100

長期借入金の返済による支出 △36,070 △74,820

社債の償還による支出 △45,000 －

リース債務の返済による支出 △1,517 △12,949

配当金の支払額 △114,092 △87,987

財務活動によるキャッシュ・フロー 253,319 496,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △243,252 △150,066

現金及び現金同等物の期首残高 585,711 367,275

現金及び現金同等物の四半期末残高 342,459 217,209
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 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間について、学習塾部門の売上高及び営業利益の金額

は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

 前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間について、本邦以外の国又は地域に所在する連結子

会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

 前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間について、海外売上高がないため該当事項はありま

せん。 

   

 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〕

〔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



   （７）重要な後発事象 

（無担保社債の発行） 

 当社は、平成21年６月22日開催の取締役会において、無担保社債を発行することを決議いたしました。その

概要は次のとおりです。 

①株式会社早稲田アカデミー第４回無担保社債 

（１）銘柄                  :株式会社早稲田アカデミー第４回無担保社債（株式会社りそな銀行保証付お

よび適格機関投資家限定） 

（２）発行総額              :３億円 

（３）発行年月日            :平成21年７月10日 

（４）発行価額              :額面100円につき金100円  

（５）利率                  :年1.21％ 

（６）利払日                :毎年１月10日および７月10日（初回利払日：平成22年１月10日） 

（７）償還方法              :平成22年１月10日を初回定時償還期日とし、以降の毎年１月10日および７月

10日に定時償還  

（８）償還期限       :平成26年７月10日 

（９）担保および保証の有無  :本社債には担保は付されておりません。但し、株式会社りそな銀行の保証が

付されております。 

（10）特約事項              :本社債は適格機関投資家に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わない

ものとする譲渡制限条項が付されております。 

（11）使途                  :短期借入金の返済資金に充当 

  

②株式会社早稲田アカデミー第５回無担保社債 

（１）銘柄                  :株式会社早稲田アカデミー第５回無担保社債（株式会社三菱東京UFJ銀行保証

付および適格機関投資家限定） 

（２）発行総額              :６億円 

（３）発行年月日            :平成21年７月31日 

（４）発行価額              :額面100円につき金100円 

（５）利率                  :年0.94％ 

（６）利払日                :毎年１月31日および７月31日（初回利払日：平成22年１月31日） 

（７）償還方法              :平成22年１月31日を初回定時償還期日とし、以降の毎年１月31日および７月

31日に定時償還  

（８）償還期限       :平成26年７月31日 

（９）担保および保証の有無  :本社債には担保は付されておりません。但し、株式会社三菱東京UFJ銀行の保

証が付されております。 

（10）特約事項              :本社債は適格機関投資家に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わない

ものとする譲渡制限条項が付されております。 

（11）使途                  :運転資金 

  

  



 （１）生産及び受注の状況 

    該当事項はありません。  

    

 （２）部門別販売実績 

 （注）１.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２.生徒数は、期中平均の在籍人数を記載しております。  

    ３.（ ）内は学習塾部門の内数を表しております。また、構成比は販売実績（売上高）全体に対するものであり

     ます。  

  

６．その他の情報

 事業の 

部門別・品目 

  

 前第１四半期連結会計期間 

（自 平成20年４月１日  

至 平成20年６月30日）  

  

 当第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年４月１日  

至 平成21年６月30日）  

 比較増減 

 生徒数（人）  金額（千円）  構成比（％） 生徒数（人） 金額（千円） 構成比（％）  金額（千円）

 学習塾部門  26,962  2,993,081  98.5  26,296  2,934,302  98.6  △58,779

 小学部 ( )13,135 ( )1,515,271 ( )49.9 ( )12,717 ( )1,494,258 ( )50.2  △21,013

 中学部 ( )11,204 ( )1,150,789 ( )37.9 ( )11,079 ( )1,141,576 ( )38.4  △9,213

 高校部等 ( )2,623 ( )327,019 ( )10.7 ( )2,500 ( )298,466 ( )10.0  △28,553

 不動産賃貸 

部門等 
―  45,744  1.5 ―  42,820  1.4 △2,923

 合計  26,962  3,038,825  100.0  26,296  2,977,122  100.0  △61,702
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