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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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3月期第1四半期 1,709 △3.0 △122 ― △121 ― △96 ―

21年3月期第1四半期 1,761 ― 20 ― 22 ― 12 ―

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 △9.59 ―

21年3月期第1四半期 1.22 ―

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 10,560 9,067 85.9 906.57
21年3月期 10,923 9,340 85.5 930.73

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,067百万円 21年3月期  9,340百万円

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 ― 18.00 18.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 18.00 18.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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

3,959 0.2 171 △49.3 179 △48.0 103 △47.6 10.31

通期 8,406 1.9 726 1.4 740 1.3 435 20.9 43.38
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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  有  
（注）詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(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3月期第1四半期 10,309,200株 21年3月期  10,309,200株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  307,172株 21年3月期  273,072株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 10,016,894株 21年3月期第1四半期 10,102,334株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な
要因に係る本資料発表日における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、昨年の世界的な金融危機に端を発した不況の影響により、企業

業績の悪化や個人消費の冷え込みなど、依然として厳しい状況が続いております。 

当社が属する教育業界においても、このような情勢を背景に、新たな顧客を獲得することが厳しい事業環境とな

りました。 

このような中、当社は、サ－ビス価値の高品質化に努め、集客力の強化に取り組むと共に、経営基盤の更なる安

定化策としてコスト管理にも力を入れ、一層の経営の効率化に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第１四半期会計期間の売上高は1,709百万円（前年同四半期比52百万円減）となり、役員退職慰労金

打切り支給の影響額117百万円により、営業損失122百万円（前年同四半期は20百万円の営業利益）、経常損失121百

万円（前年同四半期は22百万円の経常利益）、移転により遊休化した自社物件の減損損失計上32百万円により四半

期純損失96百万円（前年同四半期は12百万円の純利益）となりました。   
  

 当第１四半期会計期間末の総資産は10,560百万円となり、前事業年度末に比べ363百万円減少いたしました。流動

資産は1,919百万円となり368百万円減少いたしました。主な要因は現金及び預金と売掛金が減少したこと等によるも

のであります。固定資産は8,640百万円となり、前事業年度末と比較して大きな変動はありません。 

 流動負債は763百万円となり、前事業年度末に比べ164百万円減少いたしました。主な要因は未払金が減少したこと

等によるものであります。固定負債は729百万円となり、前事業年度末と比較して大きな変動はありません。 

 なお、純資産は273百万円減少して9,067百万円となり、自己資本比率は85.9％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は1,310百万円となり、前事業年度末と比べ315百万円減

少いたしました。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

 営業活動により得られた資金は49百万円（前年同四半期に得られた資金は21百万円）となりました。これは、前

年同四半期に比べ、生徒数の減少による営業収入の減少や新規校舎開設に伴う人件費の増加はありましたが、主に

法人税の納付額が減少し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） 

 投資活動により使用した資金は181百万円（前年同四半期に得られた資金は184百万円）となりました。これは、

前年同四半期にあった差入保証金の返還による収入がないこと、前年同四半期に比べ有形固定資産の取得による支

出が増加し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） 

 財務活動により使用した資金は183百万円（前年同四半期に使用した資金は187百万円）となりました。これは、1

株あたり配当金額が前年と同額であったことや、前年と同様に自己株式の取得を行っていることにより、ほぼ同様

の結果になっております。   
  

 業績予想につきましては、現時点では大きな業績変動が予測されないことから、平成21年４月30日に公表いたしま

した第２四半期累計期間および通期の業績予想に変更はありません。  
  

 定率法を採用している固定資産の減価償却については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定し

ております。   

該当事項はありません。 

 当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労引当金を計上しておりましたが、平成21年６月23

日開催の第32回定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止することが決議されました。 

 同制度の廃止に伴い、定時株主総会の日以前の在職期間分の役員退職慰労金および功労加算金について、打ち切

り支給することになりました。 

 なお、支給時期は、各役員それぞれの退任時とし、役員退職慰労引当金は、退任時まで「未払金」および「長期

未払金」に振り替え、流動負債「その他」および固定負債「その他」に含めて表示しております。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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

（３）役員退職慰労金制度の廃止
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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 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,560,681 1,826,478

売掛金 25,890 235,271

たな卸資産 84,485 82,746

繰延税金資産 94,257 39,044

その他 157,702 110,188

貸倒引当金 △3,600 △6,100

流動資産合計 1,919,417 2,287,629

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,445,778 2,460,735

土地 3,787,131 3,803,593

その他（純額） 248,285 271,364

有形固定資産合計 6,481,196 6,535,693

無形固定資産 91,399 98,075

投資その他の資産   

投資有価証券 393,134 357,144

繰延税金資産 363,715 336,492

差入保証金 1,183,132 1,179,891

その他 128,010 128,234

投資その他の資産合計 2,067,992 2,001,763

固定資産合計 8,640,588 8,635,532

資産合計 10,560,006 10,923,161

負債の部   

流動負債   

買掛金 42,389 84,459

未払法人税等 43,429 126,882

未払消費税等 44,936 52,622

賞与引当金 144,158 36,009

その他 488,412 628,239

流動負債合計 763,325 928,213

固定負債   

退職給付引当金 250,912 244,143

役員退職慰労引当金 － 325,350

その他 478,185 84,495

固定負債合計 729,097 653,989

負債合計 1,492,423 1,582,202
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,667,106 1,667,106

資本剰余金 1,946,100 1,946,100

利益剰余金 5,629,265 5,905,959

自己株式 △190,147 △171,743

株主資本合計 9,052,323 9,347,422

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,259 △6,463

評価・換算差額等合計 15,259 △6,463

純資産合計 9,067,582 9,340,958

負債純資産合計 10,560,006 10,923,161
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,761,979 1,709,863

売上原価 1,479,431 1,459,466

売上総利益 282,547 250,396

販売費及び一般管理費 261,996 373,091

営業利益又は営業損失（△） 20,550 △122,694

営業外収益   

受取利息 461 421

受取配当金 385 130

違約金収入 － 843

受取手数料 412 400

雑収入 619 1,058

営業外収益合計 1,879 2,854

営業外費用   

支払手数料 130 200

雑支出 5 1,325

営業外費用合計 135 1,525

経常利益又は経常損失（△） 22,294 △121,366

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,223 1,904

受取保険金 1,183 －

特別利益合計 3,407 1,904

特別損失   

減損損失 － 32,862

訴訟関連損失 1,808 －

その他 755 2,541

特別損失合計 2,564 35,403

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 23,136 △154,865

法人税、住民税及び事業税 48,545 38,481

法人税等調整額 △37,748 △97,303

法人税等合計 10,796 △58,821

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,340 △96,043
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

営業収入 2,035,582 1,992,325

原材料又は商品の仕入れによる支出 △79,252 △64,990

人件費の支出 △812,552 △902,358

その他の営業支出 △937,550 △849,395

小計 206,226 175,581

利息及び配当金の受取額 3,285 2,173

その他の収入 1,960 1,852

その他の支出 △2,136 △1,278

法人税等の支払額 △188,108 △128,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,228 49,967

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 － △50,000

有形固定資産の取得による支出 △85,483 △127,863

無形固定資産の取得による支出 △648 △210

差入保証金の差入による支出 △4,678 △3,894

差入保証金の回収による収入 276,838 653

貸付金の回収による収入 135 135

その他 △1,835 △756

投資活動によるキャッシュ・フロー 184,328 △181,936

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △176,173 △165,423

自己株式の取得による支出 △11,527 △18,404

その他の固定負債の増減額（△は減少） △27 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,728 △183,827

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） 17,828 △315,796

現金及び現金同等物の期首残高 2,326,806 1,626,478

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,344,634 1,310,681
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 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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生産、受注及び販売の状況  

 （１）事業部門別生徒数の状況 

  

（２）事業部門別売上の状況 

（注）１．生徒数は、第１四半期会計期間末現在の在籍人数を記載しております。  

２．（総合教育部門）は、アナップ、サイエンスラボ、こどもカレッジ、ＬＥＣ（レゴ エデュケーション セ

ンター）、E-Lecture（インターネットレッスン）の運営及び利用権の販売によるものであります。 

３．（その他）は、予備校等の運営ノウハウの販売、不動産の賃貸によるものであります。 

４．売上高には、消費税等は含まれておりません。  

６．その他の情報

 事業部門別  

前第１四半期会計期間末 

（平成20年６月30日）  

当第１四半期会計期間末 

（平成21年６月30日）  

生徒数（人）   生徒数（人）   

 小・中学部 

 （中学受験指導部門） 

進学館    2,118 2,129

 （高校受験指導部門） 

開進館  4,567 4,291

 （大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程   1,143 1,061

 高校部 
 （大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程   4,876 4,549

 その他  

 （個別受験指導部門） 

個別館      4,231 4,236

 （総合教育部門）   
2,245 2,197

 （その他）    
－ －

 合 計   
19,180 18,463

 事業部門別  

前第１四半期会計期間 

 （自 平成20年４月１日  

 至 平成20年６月30日）  

当第１四半期会計期間 

 （自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日） 

売上高（千円）   売上高（千円） 

 小・中学部 

 （中学受験指導部門） 

進学館    200,255 206,521

 （高校受験指導部門） 

開進館  362,835 341,260

 （大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程   106,770 99,988

 高校部 
 （大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程   576,516 540,641

 その他  

 （個別受験指導部門） 

個別館      399,180 396,716

 （総合教育部門）   
93,991 88,747

 （その他）    
22,428 35,986

 合 計   
1,761,979 1,709,863
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