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(財)財務会計基準機構会員  
 

平成 21 年 10 月５日 

各位 

                                       会 社 名 株式会社市進 

                                       代表者名 代表取締役社長 田代 英壽 

                                                 （JASDAQ コード番号 4645） 

                                       問合せ先 執行役員企画本部本部長 竹内 厚 

                                                 （TEL 047-335-2888） 

 

平成 22 年２月期第２四半期累計期間業績予想との差異 

及び通期業績予想の修正に関するお知らせ 

  

 平成 21 年４月 10 日に公表いたしました平成 22 年２月期第２四半期累計期間（平成 21 年３月１日から平成 21 年８月 31 日）

の業績予想との差異、及び平成 22 年２月期通期業績予想を最近の業績動向を踏まえ、下記の通り修正いたしますのでお知

らせいたします。 

 

記 

 

１．平成 22 年２月期第２四半期連結累計期間の業績との差異（平成 21 年 3 月 1 日～平成 21 年８月 31 日） 

                                                                  （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1 株当たり 

四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 9,940 22 32 △50 △5 円 84 銭 

今回実績値（Ｂ） 9,691 △48 △43 △113 △13 円 30 銭 

増減額（Ｂ－Ａ） △249 △70 △75 △63 － 

増減率（％） △2.5 － － － － 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 21 年２月期中間期） 

9,832 112 119 △177 △20 円 08 銭 

 

２．平成 22 年２月期第２四半期個別累計期間の業績との差異（平成 21 年３月１日～平成 21 年８月 31 日） 

                                                                  （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1 株当たり 

四半期純利益 

前回予想（Ａ） 9,005 1 72 16 1 円 80 銭 

今回実績値（Ｂ） 8,802 △99 △36 △83 △9 円 73 銭 

増減額（Ｂ－Ａ） △203 △100 △108 △99 － 

増減率（％） △2.3 － － － － 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 21 年２月期中間期） 

8,926 52 50 △201 △22 円 75 銭 

 

３．第２四半期累計期間業績予想との差異理由 

 当第２四半期連結累計期間は、世界的な景気低迷が続くなか、企業収益の深刻化による雇用や所得環境の悪化から個人

消費が落ち込むなど、今後の景気動向についてはいまだ改善の兆しが見えない状況で推移しました。このような経済情勢下、

当社グループが属する教育サービス業界においては、昨今の受験情勢の変化による入塾時期の先送り傾向、また、制約の
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多い集団授業離れの傾向は顕著であります。このような在籍期間の短縮化や学習方法の多様化により、他社との生徒獲得

競争は一段と激化しております。 

 当社グループは来期から純粋持株会社制への移行を予定しており、当連結会計年度において大幅な組織改編を実施し、

盤石な体制で同業他社との競争に対処するため、グループ全体の経営成績の向上に努めております。 

 具体的には、前連結会計年度から取り組んでおります「学びＭＡＸ」（集団授業、個別授業、映像授業、通信添削など選べ

る総合教育システム）を施策の柱とし、生徒個々のニーズに合わせて指導形態を自由に選択することが可能なシステムを実

践しております。その結果、集団授業への集客の減少は、完全にカバーしきれていないものの、個別授業や映像授業への集

客の増加で徐々に補いつつある状況となっており、下半期以降に売上高への貢献が期待されます。 

 当第２四半期には、年間収益を確保するための山場の一つである夏期講習が実施され、小中学生部門（市進学院）におい

ては受験学年を中心とした講座日数や講座数の見直しの実施、高校生部門（市進予備校）においては短期集中効率学習を

目的とした日帰り合宿を実施するなど、学びＭＡＸとの相乗効果もあり、売上高の増加に貢献しました。 

 提携校への映像授業「市進ウイングネット」配信におきましては、当連結会計年度から新たに専門部署として発足しました第

三事業本部において積極的な営業活動を行い、契約社数および生徒数ともに予定どおりに推移しております。その反面、映

像授業は学習補完のためのツール的な使用に限定されるケースもあり、授業料単価は予定には届かない状況となり、その解

決が今後の課題となっております。当連結会計年度から本格的に配信を開始した「ベーシックウイング」（学校の教科書に対

応した映像授業）も含め、映像の質的向上とともに提携校への配信サービスを強化し、今後の売上高の増加に取り組んでお

ります。 

 一方、費用面におきましては、高校生部門の集団授業の一部を映像授業や個別授業へとシフトしたことにより人件費や教

材費などの削減効果が見られましたが、新設拠点への設備投資だけでなく、通塾正会員の学習環境を整えることも重要な課

題であると認識し、当連結会計年度は拠点リニューアルなど、将来の集客増加へ向けた先行投資を積極的に実施したため、

例年以上に費用が計上されております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 9,691 百万円（前回予想比 249 百万円減）、営業損失は 48 百万

円（前回予想比 70 百万円減）、経常損失は 43 百万円（前回予想比 75 百万円減）、また、「固定資産の減損に係る会計基準」

に基づき、減損損失を４３百万円計上し、四半期純損失は 113 百万円（前回予想比 63 百万円減）となりました。 

 

４．平成 22 年２月期通期連結業績予想の修正（平成 21 年３月１日～平成 22 年２月 28 日） 

                                                                  （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1 株当たり 

四半期純利益 

前回予想（Ａ） 20,630 777 825 308 36 円 02 銭 

今回修正（Ｂ） 19,740 318 339 51 5 円 96 銭 

増減額（Ｂ－Ａ） △890 △459 △486 △257 － 

増減率（％） △4.3 △59.1 △58.9 △83.4 － 

（ご参考）前期実績 

（平成 21 年２月期通期） 

19,861 310 343 △72 △8 円 30 銭 

 

５．平成 22 年２月期通期個別業績予想の修正（平成 21 年３月１日～平成 22 年２月 28 日） 

                                                                  （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1 株当たり 

四半期純利益 

前回予想（Ａ） 18,540 460 578 175 20 円 46 銭 

今回修正（Ｂ） 17,736 86 197 10 1 円 17 銭 

増減額（Ｂ－Ａ） △804 △374 △381 △165 － 

増減率（％） △4.3 △81.3 △65.9 △94.3 － 

（ご参考）前期実績 

（平成 21 年２月期通期） 

17,845 28 67 △214 △24 円 66 銭 
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６．連結業績予想の修正理由 

 当教育業界においては、集団授業の生徒数は引き続き減少傾向にあり、今後も厳しい状況のまま推移するものと予想され

ます。当社グループ内におきましては、学びＭＡＸによる生徒個々のニーズに合わせたきめ細やかな指導を提供することで

集客数を確保し、加盟校への映像授業配信におきましては、コンテンツの品質管理などを強化し新たな講座研究開発を進

め、受講単位数の増加につなげるべく努力を重ねております。また、これから迎える冬期講習や入試直前期の各種講座設定

なども見直し、売上高増加のための検討を進めております。但し、この効果は下半期から来期以降にかけて期待され、当期

においては上半期の経営成績を十分にカバーするまでには至らないものと予想されます。 

 費用面におきましても、従来以上に経費節減には努めておりますが、上半期に実施した拠点リニューアルのための投資を

はじめ、下半期にも学習環境のさらなる整備などを検討しておりますので、今期、大きな節減効果は期待できない状況となっ

ております。 

 この結果、通期におきましては、売上高19,740百万円（前回予想比890百万円減）、営業利益318百万円（前回予想比459

百万円減）、経常利益 339 百万円（前回予想比 486 百万円減）、当期純利益 51 百万円（前回予想比 257 百万円減）に修正

いたします。 

 

７．個別業績予想の修正理由 

 個別業績予想修正の理由につきましては、連結業績予想修正の理由に係る内容と同一のため、記載を省略いたします。 

 

 

 なお、上記の平成 22 年２月期通期連結業績予想及び個別業績予想に関しましては、本資料発表において当社が入手可

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可能性があります。 

 

 

以上 


