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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 1,167 △6.2 △354 ― 97 △65.8 9 △93.7
21年3月期第1四半期 1,244 ― △351 ― 286 ― 144 ―

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 0.45 ―
21年3月期第1四半期 7.23 7.22

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 23,063 21,537 93.4 1,077.93
21年3月期 23,175 21,552 93.0 1,078.70

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  21,537百万円 21年3月期  21,552百万円

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 ― 6.00 6.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 5.00 5.00

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

3,210 0.1 100 △16.0 100 ― 50 ― 2.50

通期 7,300 0.3 600 △13.3 600 ― 300 ― 15.02
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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）  有  

(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  

(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。上記予想は、本資料の発表時現在において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、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表】
「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 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 20,031,000株 21年3月期  20,031,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  50,486株 21年3月期  50,471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 19,980,517株 21年3月期第1四半期 19,978,183株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、業況としては 悪期から脱出しつつありますが、製造業を

中心とした設備投資は抑制傾向にあり、また雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷が続き、依然として厳し

い状況が続いております。 

当学習塾業界におきましては、学齢人口の伸び悩みを背景として価格競争が頻発し、また業務提携やＭ＆Ａが活発

化するなど、シェア確保や業界再編に向けて様々な動きが見られます。 

このような状況のもと、当社グループは教室のスクラップ＆ビルドを積極的に進めると同時に地域特性に応じた価

格戦略を実施し、また大学受験分野における業務提携を進めるなど、事業基盤の拡大を図ってまいりましたが、第

１四半期では売上高予算を達成することができませんでした。また、経常利益は昨年の米国発サブプライムローン

問題が投資利益に大きく影響し、減少に至りました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,167百万円（前年同四半期比6.2％減）経常利益97百万円（同

65.8％減）四半期純利益9百万円（同93.7％減）となりました。  

 《第１四半期における損益の特徴》 

   当社グループは、塾関連事業における月々の継続授業月謝と、春・夏・冬の講習会が主な収入源となっておりま

す。第１四半期連結会計期間においては、講習会収入がほとんど発生しないため、売上高及び売上総利益が、他の

四半期連結会計期間に比べ低めに計上される一方、費用面においては人件費・広告宣伝費・地代家賃等が売上の多

寡に関わらず、各四半期連結会計期間を通じて平均的に発生するため、営業利益が圧迫される構造になっておりま

す。 

  

  

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

①塾関連事業 

当第１四半期連結会計期間には、16ヵ所の会場新設と11ヵ所の会場移転を行いました。この結果、地域本部数は

65本部、会場数は（工事中のものを含め）404会場となりました。 

また、個別指導部門は道内10都市と仙台市、福島市、青森市において計32会場を開設しております。拡大する個別

指導分野においては、よりきめ細かな指導を目的として分社化した「（株）プログレス」を設立しました。個別指

導部門の売上高は前年同期比35.1％増となり、今後の成長分野と位置づけております。 

コンピュータを利用した学校向け教育ソフトは、自治体の予算の関係で受注が減少し売上高は2百万円（同85.6％

減）となりました。なお、同ソフトの導入実績校は発売以来累計で3,787校となりました。 

この結果、塾関連事業の売上高は928百万円（同5.7％減）、営業損失は253百万円（前年同四半期の営業損失は239

百万円）となりました。 

 ②スポーツ事業 

札幌市内３ヶ所に施設を構えるスポーツクラブＺｉｐは、会員サービスの向上に努めてまいりましたが、個人消

費低迷の影響を大きく受け、売上高は141百万円（同6.7％減）、営業利益は0百万円（前年同四半期は営業損失4百

万円）となりました。 

 ③その他事業 

本セグメントは物販・不動産管理など主に子会社の売上で構成されております。当第１四半期連結会計期間にお

きましては、売上高は98百万円（同9.4％減）、営業利益は2百万円（同29.8％減）となりました。 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、23,063百万円と、前連結会計年度末より111百万円の減少と

なりました。 

流動資産につきましては、現金及び預金や有価証券の減少などにより前連結会計年度末より、304百万円減少し

ました。 

固定資産につきましては、投資その他の資産が投資有価証券の評価益計上により増加したことなどから、前連

結会計年度末より193百万円増加しました。 

負債につきましては、前受金が前連結会計年度末より149百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金、未払金

の減少などにより合計では96百万円の減少となりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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純資産につきましては、利益剰余金の減少などにより前連結会計年度末より15百万円減少しました。 

  

  
  
(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243百万円減少し、4,343

百万円となりました。 

（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、254百万円（前年同四半期比104.1％増）となりました。主なものは消費税等

の未払金の支払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） 

 投資活動の結果得られた資金は、94百万円（前年同四半期に使用した資金は349百万円）となりました。主な

要因は有価証券の償還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） 

 財務活動の結果使用した資金は、配当金の支払により119百万円（同39.4％減）となりました。 

  

  

 個人消費の停滞から依然として厳しい状況が続いておりますが、第２四半期以降も引き続き目標達成に向けた経営

努力を継続することから、業績については平成21年５月15日発表の予想から見直しを行っておりません。 

 今後も適切な状況判断を行い、業績について見直しが必要になった場合には、適時開示いたします。   

  

  

当連結会計年度において新たに株式会社プログレスを設立したことにより、連結子会社の数は３社になっており

ます。  

  

  

       ①簡便な会計処理 

         ・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、

かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。なお、法人税等調整額は、法人

税等に含めて表示しております。 

       ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

         該当事項はありません。 

  

  

・税金費用の計算方法の変更  

 前連結会計年度の第３四半期連結会計期間より、税金費用について、四半期連結会計期間を含む連結会計年度

の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算する方法から、原則として年度の決算と同様の方法により計算し、繰延税金資産及び繰延税

金負債については、回収可能性等を検討した上で、四半期連結貸借対照表に計上する方法に変更しております。

そのため、前第１四半期連結会計期間と、当第１四半期連結会計期間で、税金費用の計算方法が異なっておりま

す。なお、前第１四半期連結会計期間は、変更後の方法によった場合に比べて、四半期純利益が52百万円少なく

計上されております。  

  

  

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
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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 4,224,106 4,305,570

受取手形及び営業未収入金 38,513 156,984

有価証券 1,206,625 1,386,463

商品及び製品 9,523 15,297

仕掛品 100 200

原材料及び貯蔵品 11,586 13,132

繰延税金資産 270,622 229,137

その他 396,125 355,089

貸倒引当金 △986 △982

流動資産合計 6,156,219 6,460,893

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,132,678 8,993,825

減価償却累計額 △4,776,278 △4,731,602

建物及び構築物（純額） 4,356,399 4,262,223

機械装置及び運搬具 507,278 503,107

減価償却累計額 △434,391 △429,076

機械装置及び運搬具（純額） 72,887 74,030

建設仮勘定 － 128,717

土地 3,328,365 3,328,365

その他 904,171 910,303

減価償却累計額 △756,821 △755,327

その他（純額） 147,350 154,975

有形固定資産合計 7,905,002 7,948,312

無形固定資産   

ソフトウエア 11,985 12,923

電話加入権 1,259 1,259

施設利用権 9,625 9,625

無形固定資産合計 22,869 23,807

投資その他の資産   

投資有価証券 6,707,773 6,316,161

繰延税金資産 1,005,261 1,160,475

敷金及び保証金 390,869 391,001

長期預金 600,000 600,000

その他 275,715 274,453

投資その他の資産合計 8,979,620 8,742,092

固定資産合計 16,907,493 16,714,212

資産合計 23,063,713 23,175,105
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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 44,571 136,177

未払金 237,674 318,533

未払法人税等 27,795 19,306

未払費用 191,617 260,541

前受金 557,260 407,716

その他 66,102 77,791

流動負債合計 1,125,021 1,220,067

固定負債   

退職給付引当金 97,222 97,460

役員退職慰労引当金 273,602 274,540

その他 30,103 30,130

固定負債合計 400,928 402,131

負債合計 1,525,950 1,622,198

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,984,100 3,984,100

資本剰余金 3,344,000 3,344,000

利益剰余金 14,233,413 14,344,234

自己株式 △45,408 △45,405

株主資本合計 21,516,104 21,626,928

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,657 △74,021

評価・換算差額等合計 21,657 △74,021

純資産合計 21,537,762 21,552,906

負債純資産合計 23,063,713 23,175,105
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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 1,244,522 1,167,755

売上原価 1,208,403 1,163,509

売上総利益 36,118 4,245

販売費及び一般管理費 387,220 359,244

営業損失（△） △351,101 △354,998

営業外収益   

受取利息 118,649 35,891

受取配当金 15,557 9,848

有価証券償還益 － 2,826

有価証券売却益 599 －

有価証券評価益 382,464 281,105

為替差益 112,989 123,644

その他 6,915 4,126

営業外収益合計 637,175 457,443

営業外費用   

教室閉鎖損失 － 2,302

雑損失 19 2,306

営業外費用合計 19 4,609

経常利益 286,053 97,834

特別利益 － 23

特別損失   

固定資産除却損 5,864 18,370

投資有価証券評価損 2,583 －

特別損失合計 8,448 18,370

税金等調整前四半期純利益 277,604 79,488

法人税等 133,250 70,425

四半期純利益 144,354 9,062
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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利益 277,604 79,488

減価償却費 94,191 94,825

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,672 △237

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41 3

未払費用の増減額（△は減少） △77,832 △68,923

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,811 △937

受取利息及び受取配当金 △134,206 △45,740

為替差損益（△は益） △112,989 △123,644

有価証券評価損益（△は益） △382,464 △281,105

投資有価証券評価損益（△は益） 2,583 －

有価証券償還損益（△は益） △6 △2,826

有価証券売却損益（△は益） △599 －

固定資産除却損 5,864 18,370

売上債権の増減額（△は増加） 10,739 118,470

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,902 7,419

その他の流動資産の増減額（△は増加） 24,920 △28,704

仕入債務の増減額（△は減少） △28,444 △91,605

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,194 △31,793

その他の流動負債の増減額（△は減少） 56,780 20,103

未払金の増減額（△は減少） 194,230 △87,092

前受金の増減額（△は減少） 171,539 149,543

その他 △61 △324

小計 88,657 △274,710

利息及び配当金の受取額 78,686 33,408

法人税等の支払額 △291,963 △13,066

営業活動によるキャッシュ・フロー △124,619 △254,368

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 △185,000 △185,000

定期預金の払戻による収入 130,000 130,000

有価証券の取得による支出 － △170,329

有価証券の償還による収入 50,000 329,101

有形固定資産の取得による支出 △375,190 △61,538

無形固定資産の取得による支出 △1,536 －

投資有価証券の取得による支出 △41,673 △51,288

投資有価証券の売却による収入 77,486 －

投資有価証券の償還による収入 － 105,836

貸付金の回収による収入 300 379

敷金及び保証金の差入による支出 △9,405 △13,953

敷金及び保証金の回収による収入 7,790 13,651
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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) 

その他 △2,216 △2,086

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,445 94,772

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △199,766 △119,883

その他 1,821 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,945 △119,886

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,251 35,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △650,759 △243,753

現金及び現金同等物の期首残高 2,979,465 4,587,241

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,328,706 4,343,487
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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（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） 

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

   

   

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）  

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存外支店がないため、該当事項はありません。  

  

   

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）  

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〕

  
塾関連事業
（千円） 

スポーツ事
業（千円） 

その他
（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  984,485  151,558  108,479  1,244,522  －  1,244,522

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  53,779  53,779 (53,779)  －

計  984,485  151,558  162,258  1,298,302 (53,779)  1,244,522

営業利益または損失（△）  △239,703  △4,224  3,308  △240,619 (110,482)  △351,101

  
塾関連事業
（千円） 

スポーツ事
業（千円） 

その他
（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  928,009  141,467  98,278  1,167,755  －  1,167,755

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  57,372  57,372 (57,372)  －

計  928,009  141,467  155,650  1,225,127 (57,372)  1,167,755

営業利益または損失（△）  △253,943  104  2,322  △251,516 (103,481)  △354,998

(1)塾関連事業 学習指導、塾教材、教育ソフト 

(2)スポーツ事業 スポーツクラブ経営 

(3)その他 不動産賃貸・管理、事務用品・機器の販売 

〔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
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該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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