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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 8,953 △1.2 △29 ― 49 ― △251 ―

21年3月期第1四半期 9,062 ― △241 ― △235 ― △459 ―

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 △13.31 ―

21年3月期第1四半期 △24.39 ―

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 27,203 7,796 28.6 412.98
21年3月期 28,023 8,131 29.0 430.56

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,783百万円 21年3月期  8,114百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

6.00 ― 6.00 12.00

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

20,090 △2.9 1,770 8.1 1,800 13.2 540 ― 28.65

通期 40,420 △2.1 3,150 7.7 3,060 24.3 1,000 ― 53.06
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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  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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 

１．業績予想（平成21年５月15日発表）の見直しは行っておりません。 
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当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。 

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 18,873,024株 21年3月期  18,873,024株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  26,532株 21年3月期  26,460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 18,846,510株 21年3月期第1四半期 18,846,669株
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 当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）におけるわが国の経済は、生産や輸

出に持ち直しの兆しが見られたものの、企業収益の減少と雇用情勢の悪化が続くなど、依然として先行き極めて不

透明な状態で推移しました。 

 教育の分野におきましても、教育費が家計を圧迫しているといった報道等が散見され、憂慮されるところではあ

ります。一方で、当教育サービス業界は、ハイレベルな学習指導への需要の高まり、教育行政の改革の流れを受け

て、マーケットのさらなる拡大が期待される状況にあります。特に首都圏では、有力公立高校を中心に中高一貫校

設置の動きが活発に行われていることの影響もあって、中学受験率は堅調な動きを示しており、今般の経済情勢を

受けても、こうした傾向が直ちに転換することはないものと思われます。 

 こうした環境のもとで、当社グループは『教育事業』（学習塾「栄光ゼミナール」等）及び『教育ソリューショ

ン事業』（学校、学習塾等の教育機関に対する総合支援事業）の拡充に努めるとともに、グループ経営の効率化を

加速してまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３

月31日まで）に行った飲食部門の店舗の閉鎖を始めとする不採算事業の再編・分離等により、売上高は8,953百万円

（前年同期比1.2％減）となりました。他方、上記の効率化等が奏功し、営業損失は29百万円（前年同期241百万円

の営業損失）、経常利益は49百万円（同235百万円の経常損失）、四半期純損失は251百万円（同459百万円の四半期

純損失）とそれぞれ改善しました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 〔教育事業〕 

 教育事業の学習塾部門（「栄光ゼミナール」等）におきましては、当第１四半期連結累計期間には５校を開設

（新規併設２校を含む）するとともに、出校エリアの最適化に伴い10校を統廃合したことにより、合計で371校体

制（併設56校を含む）となりました。セグメントの業績は、期中平均生徒数が67,460名（前年同期比0.6％増）と

なったことに加え、指導内容の一層の充実に力を注いだ結果、生徒１人当たりの単価が上昇したことなどによ

り、売上高は6,616百万円（同2.0％増）、営業利益は478百万円（同1.2％増）と増収増益を達成することができ

ました。 

 なお、当第１四半期連結累計期間に実施した教室の新設・新規併設・統廃合及びブランド展開の状況は以下の

とおりであります。 

 《新設・新規併設・統廃校》 

 新 設 校  五反田校（東京都） 土呂校（埼玉県） 西院駅前校（京都府） 

 新規併設校  ビザビ目黒校（東京都） ビザビ草加校（埼玉県） 

 統 廃 校  ナビオ桜新町校（東京都） 浦安校（千葉県） 西多賀校（宮城県） 

 西院校、外大前校（以上、京都府）  

 篠路校、清田校、啓明校、ビザビ手稲前田校、ビザビ元町校（以上、北海道） 

 《ブランド展開の状況》 

 （平成21年６月30日現在 教室数には併設校を含む） 

 （注）「栄光ゼミナール」は主に小中学生を対象とする進学指導塾、「ナビオ」は現役高校生を対象とする

学習塾、「ビザビ」は個別指導専門塾であります。 

  

 〔教育ソリューション事業〕 

 教育ソリューション事業におきましては、学習塾用教材・テストの販売を行う教育コンテンツ部門を核に、私

学の生徒募集活動を支援する募集広告部門「スクールネットワーク」、教職員の派遣・紹介部門「イー・スタッ

フ」ほかの部門が連携を深めることにより、ソリューションの強化を推進しております。セグメントの業績は、

教育コンテンツ部門及び募集広告部門が堅調に推移したことなどにより、売上高は1,414百万円（前年同期比

7.2％増）、営業利益はコストの抑制が進み181百万円（同29.0％増）と増収増益を達成することができました。 

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

栄光ゼミナール ナビオ ビザビ 合計 

301 校  28 校 42 校 371 校 
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 〔その他事業〕 

 その他事業におきましては、前連結会計年度に飲食部門の店舗の閉鎖、介護サービス部門及び文化事業部門の

撤退等を行いました。こうした事業の全面的な見直しの進展により、当第１四半期連結累計期間のセグメントの

業績は、売上高は923百万円（前年同期比26.5％減）となりましたが、営業損失は74百万円（前年同期214百万円

の営業損失）に改善しました。 

  

≪当社グループの第１四半期業績の特性≫ 

 当社グループのコア事業である学習塾部門の売上高は、夏期・冬期・春期の各講習が開催される第２・第４四

半期連結会計期間に大きくなります。第１四半期連結会計期間の業績は他の四半期に比べ小さいため、事業を行

う上で恒常的に発生する固定費により営業利益が圧迫される傾向があります。 

  

（１）財政状態の分析 

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態については、資産の額は前連結会計年度末に比べ819百万円減少し、

27,203百万円（前期末比2.9％減）となりました。これは主に、売掛金の回収等によるものであります。 

 負債の額は、前連結会計年度末に比べ、484百万円減少し、19,407百万円（同2.4％減）となりました。これ

は主に、買掛債務の支払い及び借入金の返済等によるものであります。 

 純資産の額は、前連結会計年度末に比べ、335百万円減少し、7,796百万円（同4.1％減）となりました。これ

は主に、当期純損失の発生及び配当金の支払により、利益剰余金が減少し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１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ507百万円増加し、

1,816百万円となりました。 

 当第１四半期連結累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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の回収等により、1,023百万円の収入（前年同期170百万

円の支出）となりました。 

 （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等により、154百万円の支出（同159百万円の

収入）となりました。 

 （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、借入金の返済等により、361百万円の支出（同42百万円の支出）と

なりました。 

  

 当第１四半期連結累計期間における業績は概ね計画どおりに推移しており、前回発表（平成21年５月15日付）の

業績予想に変更はありません。引き続き、目標数値の達成に全力で取り組んでまいります。 

 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、さまざまな不

確定要素や今後の内外情勢の変化等により、実際の業績とは異なる場合があります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ② たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

 ④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等

の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

  （追加情報） 

  役員退職慰労引当金  

   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しておりましたが、平成21年６月26日

開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給することといたしました。

   これに伴い、当第１四半期連結累計期間において、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給額に対

する未払い分については、固定負債の「その他」に含めて表示しております。  

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）

（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

（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
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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 3,388,336 2,871,960

受取手形及び売掛金 1,385,559 2,606,844

有価証券 7,599 13,247

商品及び製品 795,168 838,196

仕掛品 143,428 106,586

原材料及び貯蔵品 98,360 92,073

販売用不動産 77,540 77,540

その他 1,954,467 2,003,581

貸倒引当金 △63,721 △55,085

流動資産合計 7,786,739 8,554,945

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,594,185 10,522,493

減価償却累計額 △4,495,453 △4,428,454

建物及び構築物（純額） 6,098,731 6,094,039

土地 3,968,319 3,889,400

その他 2,469,295 2,488,663

減価償却累計額 △1,741,793 △1,742,403

その他（純額） 727,501 746,260

有形固定資産合計 10,794,553 10,729,700

無形固定資産   

のれん 600 685

その他 791,295 815,203

無形固定資産合計 791,895 815,889

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,775,993 3,857,644

その他 4,924,520 5,028,722

貸倒引当金 △869,886 △963,121

投資その他の資産合計 7,830,626 7,923,246

固定資産合計 19,417,075 19,468,836

資産合計 27,203,815 28,023,782
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（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 1,075,691 1,497,494

短期借入金 9,779,024 9,676,005

1年内償還予定の社債 209,200 209,200

未払法人税等 87,149 311,209

返品調整引当金 7,911 16,000

その他 3,466,066 2,943,566

流動負債合計 14,625,043 14,653,476

固定負債   

社債 354,600 354,600

長期借入金 2,679,202 2,994,769

退職給付引当金 1,321,596 1,310,434

役員退職慰労引当金 － 447,171

その他 427,316 131,912

固定負債合計 4,782,715 5,238,887

負債合計 19,407,758 19,892,363

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,692,711 1,692,711

資本剰余金 2,527,782 2,527,782

利益剰余金 3,661,783 4,025,864

自己株式 △6,741 △6,722

株主資本合計 7,875,535 8,239,634

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △92,242 △124,923

評価・換算差額等合計 △92,242 △124,923

少数株主持分 12,763 16,707

純資産合計 7,796,057 8,131,418

負債純資産合計 27,203,815 28,023,782
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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）

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 9,062,362 8,953,939

売上原価 6,950,289 6,593,825

売上総利益 2,112,072 2,360,114

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 677,249 720,123

退職給付費用 10,348 13,984

役員退職慰労引当金繰入額 66,172 20,383

貸倒引当金繰入額 1,241 －

その他 1,598,691 1,634,778

販売費及び一般管理費合計 2,353,703 2,389,269

営業損失（△） △241,630 △29,154

営業外収益   

受取利息 9,299 3,121

受取配当金 12,241 11,997

投資有価証券売却益 28,043 －

投資事業組合運用益 － 127,578

その他 29,496 10,163

営業外収益合計 79,080 152,861

営業外費用   

支払利息 53,002 42,039

貸倒引当金繰入額 5,463 26,067

その他 14,395 5,603

営業外費用合計 72,861 73,710

経常利益又は経常損失（△） △235,412 49,996

特別利益   

固定資産売却益 － 2,623

貸倒引当金戻入額 11,535 107,447

特別利益合計 11,535 110,070

特別損失   

固定資産売却損 － 159

固定資産除却損 59,701 77,756

投資有価証券評価損 198,330 20,159

役員退職功労金 228,157 234,010

減損損失 － 37,615

その他 － 45,088

特別損失合計 486,190 414,788

税金等調整前四半期純損失（△） △710,066 △254,722

法人税、住民税及び事業税 92,140 56,255

法人税等調整額 △339,786 △56,032

法人税等合計 △247,646 223

少数株主損失（△） △2,595 △3,944

四半期純損失（△） △459,824 △251,001
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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（△） △710,066 △254,722

減価償却費 265,420 258,385

減損損失 － 37,615

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,830 △84,598

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △390,803 △447,171

受取利息及び受取配当金 △21,540 △15,119

支払利息 53,002 42,039

投資有価証券売却損益（△は益） △28,043 270

投資有価証券評価損益（△は益） 198,330 20,159

投資事業組合運用損益（△は益） － △127,578

売上債権の増減額（△は増加） 1,247,411 1,112,170

たな卸資産の増減額（△は増加） 59,876 △101

仕入債務の増減額（△は減少） △539,811 △421,803

その他 624,612 1,218,261

小計 753,559 1,337,806

法人税等の支払額 △924,038 △314,739

営業活動によるキャッシュ・フロー △170,478 1,023,067

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 △292,715 △297,687

有形固定資産の売却による収入 － 2,564

投資有価証券の取得による支出 △15,278 △56,955

投資有価証券の売却による収入 191,014 93,095

貸付金の回収による収入 239,300 8,245

利息及び配当金の受取額 14,184 13,913

その他 23,095 81,927

投資活動によるキャッシュ・フロー 159,600 △154,897

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） 705,000 365,000

長期借入金の返済による支出 △560,774 △577,547

自己株式の取得による支出 △80 △18

配当金の支払額 △103,694 △95,866

利息の支払額 △63,769 △38,445

その他 △19,672 △14,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,992 △361,111

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,042 317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,912 507,375

現金及び現金同等物の期首残高 1,195,141 1,308,855

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,140,229 1,816,231
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（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〕

前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで） 

  

当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで） 

 （注）１．事業区分は、サービス及び製品の種類・性質の類似性等を考慮し行っております。 

２．各事業の内容は次のとおりであります。 

  

  教育事業 
（千円） 

教育ソリュー
ション事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高            

(1） 外部顧客に対する売上高 6,487,780 1,318,616 1,255,965 9,062,362 － 9,062,362

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
4,847 515,777 382,146 902,770 (902,770) － 

計 6,492,628 1,834,393 1,638,111 9,965,133 (902,770) 9,062,362

  営業利益又は営業損失(△) 472,190 141,051 △214,279 398,962 (640,593) △241,630

  教育事業 
（千円） 

教育ソリュー
ション事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高            

(1） 外部顧客に対する売上高 6,616,281 1,414,158 923,499 8,953,939 － 8,953,939

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
10,139 491,463 413,335 914,938 (914,938) － 

計 6,626,421 1,905,621 1,336,834 9,868,878 (914,938) 8,953,939

  営業利益又は営業損失(△) 478,008 181,906 △74,913 585,001 (614,156) △29,154

事業区分 主な事業内容 

 教育事業  学習塾経営、専門教育事業、カルチャーセンターの経営、保育事業ほか 

 教育ソリューション事業  学習塾用教材の製作・販売、事務用機器の販売、広告代理業、人材派遣ほか 

 その他事業  ホテル経営、雑誌・一般書籍の出版・販売、印刷ほか 

〔所在地別セグメント情報〕

 前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）において、当社及び連結子会社の事業はすべて国内で行われて

おり、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

 前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）において、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

 該当事項はありません。 

   

６．その他の情報

 該当事項はありません。 
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