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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 2,491 △2.0 △729 ― △808 ― △692 ―
21年3月期第1四半期 2,543 4.2 △596 ― △657 ― △487 ―

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 △68.92 ―
21年3月期第1四半期 △51.73 ―

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 12,319 3,699 30.0 367.94
21年3月期 11,768 4,345 36.9 432.19

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,699百万円 21年3月期  4,345百万円

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 ― 5.50 ― 8.00 13.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.50 ― 8.00 13.50

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

5,984 0.3 △533 ― △702 ― △680 ― △67.71

通期 13,922 1.1 676 △20.4 404 △32.3 100 211.3 9.95



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 
上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因によって大きく異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 10,440,000株 21年3月期  10,440,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  377,613株 21年3月期  377,613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 10,054,917株 21年3月期第1四半期  9,428,517株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機による影響を受け、企業の景況感は大幅に

悪化しております。一部に底打ち感が見られるものの、個人消費は依然として低調に推移しております。 

このような環境のもと、当社グループでは経営理念（顧客への貢献・社員への貢献・社会への貢献）に基づき、

最善の授業の質の追求にこだわり、「成績向上」を柱とした教育の質的向上による生徒・保護者満足度向上に取り

組んでまいりました。 

事業部門別の状況としては、学習塾事業部門においては、前連結会計年度に引続き既存校と前期までの出校・移

転効果による堅調な生徒数の増加により、第１四半期末生徒数は過去最高の16,716名（前年同期比7.4％増）とな

り、売上高は13億10百万円（前年同期比2.9％増）となりました。 

高卒認定・サポート校・通信制高校事業部門においては、高卒認定コースの新規入学者数の減少は見られたもの

の、サポート校コースおよび通信制高校部門の社会人を対象とした福祉・保育専攻科生の増加により第１四半期末

生徒数7,498名（前年同期比1.1％増）となりました。しかしながら、施設利用収入の計上基準の変更および高卒認

定コースの生徒数の伸び悩み等の影響により売上高は10億63百万円（前年同期比10.0％減）となりました。 

その他の収益事業は、幼児教育事業部門、スクールシティ事業部門、キャリアサポート事業部門、健康情報関連

事業部門、テナント賃貸収益、および連結子会社の広告代理業の外部売上に係る業績を計上しており、売上高は、

１億17百万円（前年同期比33.2％増）となりました。 

以上の結果として、当第１四半期連結会計期間における連結業績につきましては、売上高は24億91百万円（前年

同期比2.0％減）、営業損失は７億29百万円（前年同期は営業損失５億96百万円）、経常損失は８億８百万円（前

年同期は経常損失６億57百万円）、四半期純損失は６億92百万円（前年同期は四半期純損失４億87百万円）となり

ました。 

 尚、当社グループの収益構造は、新年度開始となる４月の生徒数が通期で最も少なく、その後増加していくこと

や夏・冬・春の季節講習会時に売上高が通常月以上に上がることに加え、固定費や広告宣伝費等の先行投資的費用

が発生するため、季節的な収益変動要因があります。その結果、第１四半期は営業損失を計上しておりますが、当

初の計画に対しては順調に推移しております。 

  

[売上計上基準変更について] 

従来、高卒認定・サポート校・通信制高校事業における施設利用収入については、入金時に売上を計上しておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より受講期間に応じて売上を計上する方法に変更しております。この変更は広域

通信制単位制高等学校の生徒数が増加する傾向にあることから、管理システムの見直しを行い、より適正に収益と費

用との対応関係を表示するために行うものであります。当第１四半期連結会計期間における当該会計処理方法による

業績への影響は、従来の方法によった場合と比較して、連結売上高につきまして97百万円減少しております。 

なお、当該会計処理方法による業績への影響は当連結会計年度のみの影響となります。 

また、当該処置は会計上の処理であり、入金方法の変更を伴うものではないため、資金面での影響はありません。

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



（1）資産、負債、純資産の状況 

（流動資産）  

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は37億15百万円で、前連結会計年度末に比べ5億73百万円増

加いたしました。 これは主に、現金及び預金が5億63百万円、繰延税金資産が3億44百万円増加した一方、授

業料等未収入金が、回収により4億2百万円減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

当第1四半期連結会計期間末における固定資産は84億73百万円で、前連結会計年度末に比べ5百万円減少いた

しました。これは主に、独立校舎化による移転等により有形固定資産が1億68百万円増加した一方、無形固定

資産が35百万円、投資その他の資産が1億39百万円減少したことによるものであります。 

（流動負債） 

当第1四半期連結会計期間末における流動負債は63億48百万円で、前連結会計年度末に比べ11億50百万円増

加いたしました。これは主に、一年内返済予定長期借入金を含む短期借入金が13億50百万円増加した一方、買

掛金、賞与引当金、前受金及びその他の流動負債が1億99百万円減少したことによるものであります。 

（固定負債） 

当第1四半期連結会計期間末における固定負債は22億72百万円で、前連結会計年度末に比べ47百万円増加い

たしました。これは主に、社債が1億19百万円増加した一方、長期借入金が50百万円、退職給付引当金が21百

万円減少したこと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36億99百万円で、前連結会計年度末に比べ6億45百万円減少い

たしました。これは主に、四半期純損失の計上等により利益剰余金が7億73百万円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(以下「資金」という。)の残高は、26億43百万円

となり、前連結会計年度末と比べて、5億63百万円増加いたしました。 

当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況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、4億73百万円（前年同期は5億67百万円の資金の使用）となりました。これ

は主に、売上債権の回収4億11百万円、未払金の増加2億87百万円による増加があったものの、税金等調整前四

半期純損失9億63百万円、前受金及び仕入債務の減少2億77百万円による減少があ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、3億68百万円（前年同期は5億22百万円の資金の使用）となりました。これ

は主に、独立校舎化を含む移転ならびに新規出校による有形固定資産の取得が3億74百万円あったことによるも

のであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果獲得した資金は、14億5百万円(前年同期は8億16百万円の資金の獲得）となりました。これは

主に、短期借入による資金調達で16億円の収入があったためであります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

  平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

売上計上基準の変更 

従来、高卒認定・サポート校・通信制高校事業における施設利用収入については、入金時に売上を計上し

ておりましたが、当第１四半期連結会計期間より受講期間に応じて売上を計上する方法に変更しておりま

す。この変更は広域通信制単位制高等学校の生徒数が増加する傾向にあることから、管理システムの見直し

を行い、より適正に収益と費用との対応関係を表示するために行うものであります。 

この変更により、従来の方法によった場合に比較して、売上高が97,921千円減少し、売上総損失、営業損

失、経常損失び税金等調整前四半期純損失が97,921千円それぞれ増加しております。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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



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 2,650,365 2,086,586

受取手形及び売掛金 26,184 35,159

授業料等未収入金 57,689 460,569

有価証券 15,576 6,875

教材 74,960 54,898

商品及び製品 26,348 12,874

原材料及び貯蔵品 12,443 12,627

その他 875,559 501,703

貸倒引当金 △23,472 △28,837

流動資産合計 3,715,655 3,142,457

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,596,036 2,484,686

その他（純額） 1,236,387 1,179,146

有形固定資産合計 3,832,424 3,663,832

無形固定資産   

のれん 81,019 87,251

その他 388,329 417,133

無形固定資産合計 469,349 504,385

投資その他の資産   

投資有価証券 1,377,271 1,405,659

敷金及び保証金 1,399,319 1,442,033

その他 1,664,426 1,688,974

貸倒引当金 △269,472 △225,714

投資その他の資産合計 4,171,545 4,310,953

固定資産合計 8,473,318 8,479,171

繰延資産 131,016 146,489

資産合計 12,319,991 11,768,118

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 152,209 273,356

短期借入金 2,100,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 200,832 200,832

1年内償還予定の社債 160,800 94,000

未払法人税等 33,839 88,645

前受金 2,710,357 2,866,738

賞与引当金 78,647 213,209

その他 911,412 711,027

流動負債合計 6,348,098 5,197,809

固定負債   

社債 505,200 386,000

長期借入金 929,628 979,836

退職給付引当金 474,320 496,142



（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) 

役員退職慰労引当金 319,991 319,538

その他 43,101 43,175

固定負債合計 2,272,241 2,224,692

負債合計 8,620,339 7,422,502

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,299,375 1,299,375

資本剰余金 1,517,213 1,517,213

利益剰余金 1,691,237 2,464,704

自己株式 △146,113 △146,113

株主資本合計 4,361,713 5,135,180

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 69,917 △57,585

土地再評価差額金 △731,978 △731,978

評価・換算差額等合計 △662,061 △789,564

純資産合計 3,699,651 4,345,616

負債純資産合計 12,319,991 11,768,118



（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 2,543,214 2,491,782

売上原価 2,546,714 2,605,634

売上総損失（△） △3,500 △113,851

販売費及び一般管理費 592,804 615,764

営業損失（△） △596,304 △729,615

営業外収益   

受取利息 2,645 2,780

受取配当金 2,882 3,987

受取手数料 － 4,176

その他 7,511 5,242

営業外収益合計 13,040 16,188

営業外費用   

支払利息 15,223 11,610

貸倒引当金繰入額 30,886 43,833

開業費償却 15,063 15,667

持分法による投資損失 7,282 18,362

その他 5,382 5,512

営業外費用合計 73,837 94,986

経常損失（△） △657,102 △808,414

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,638 3,119

固定資産売却益 － 3,653

その他 － 298

特別利益合計 2,638 7,071

特別損失   

固定資産除却損 － 19,004

投資有価証券評価損 48,733 －

持分法による投資損失 － 140,434

その他 13,007 2,403

特別損失合計 61,740 161,842

税金等調整前四半期純損失（△） △716,203 △963,184

法人税、住民税及び事業税 23,932 27,463

法人税等調整額 △252,406 △297,680

法人税等合計 △228,473 △270,216

四半期純損失（△） △487,730 △692,968



（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（△） △716,203 △963,184

減価償却費 129,075 124,903

開業費償却額 15,063 15,667

のれん償却額 6,232 6,232

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27,946 38,392

賞与引当金の増減額（△は減少） △128,971 △134,561

退職給付引当金の増減額（△は減少） 257 △21,822

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,447 453

受取利息及び受取配当金 △5,528 △6,768

支払利息 15,223 11,610

持分法による投資損益（△は益） 7,282 158,796

投資有価証券評価損益（△は益） 48,733 －

売上債権の増減額（△は増加） 373,820 411,855

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,102 △33,352

仕入債務の増減額（△は減少） △106,748 △121,146

未払金の増減額（△は減少） － 287,491

前受金の増減額（△は減少） △196,500 △156,381

その他の資産の増減額（△は増加） 70,968 △17,655

その他の負債の増減額（△は減少） △49,685 258

その他 14,171 6,328

小計 △516,517 △392,882

利息及び配当金の受取額 16,231 19,374

利息の支払額 △16,798 △12,679

法人税等の支払額 △50,426 △87,069

営業活動によるキャッシュ・フロー △567,511 △473,257

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 △470,546 △374,526

無形固定資産の取得による支出 △24,572 △790

投資有価証券の取得による支出 △20,083 △26,500

貸付けによる支出 △20,000 △10,000

貸付金の回収による収入 4,898 5,396

その他 7,630 37,518

投資活動によるキャッシュ・フロー △522,673 △368,902



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 972,000 1,600,000

短期借入金の返済による支出 △494,000 △250,000

長期借入れによる収入 450,000 －

長期借入金の返済による支出 △39,708 △50,208

社債の発行による収入 200,000 197,357

社債の償還による支出 △200,000 △14,000

自己株式の取得による支出 △1,564 －

配当金の支払額 △69,770 △77,217

財務活動によるキャッシュ・フロー 816,957 1,405,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △273,227 563,771

現金及び現金同等物の期首残高 2,086,634 2,079,550

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,813,407 2,643,321



 該当事項はありません。 

  

 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）及び当第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）   

 教育事業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の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（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第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） 

 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



該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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