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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8月31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2月期第2四半期 1,769 ― △60 ― △75 ― △5 ―
21年2月期第2四半期 1,827 △5.0 △90 ― △109 ― △34 ―

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2月期第2四半期 △0.83 ―
21年2月期第2四半期 △5.31 ―

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2月期第2四半期 8,702 3,558 40.9 566.19
21年2月期 8,611 3,635 42.2 578.40

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  3,558百万円 21年2月期  3,635百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
22年2月期 ― 0.00
22年2月期 

（予想）
― 12.00 12.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 3,818 △2.1 187 △10.3 152 △10.7 125 △0.4 19.94
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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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。 

(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） 

（注） 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。 

(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 有
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2月期第2四半期 6,935,761株 21年2月期  6,935,761株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  651,641株 21年2月期  650,775株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第2四半期 6,284,428株 21年2月期第2四半期 6,425,432株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．上記の予想は、本資料の発表日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ます。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想 
数値と異なる可能性があります。 
2．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基 
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、景気対策による下支え、政府による景気底打ち宣言が

あったものの、消費者の消費抑制傾向もあり、デフレ圧力が強まり、雇用の回復、所得環境の改善が見

えない状況で推移いたしました。 

 このような状況下、当社は、今後の収益拡大を見込み、熊本市近郊に大津校、宮崎市に個別指導大塚

教室の２校を３月に開設し、さらに５月より宮崎県綾町教育委員会と連携した中学生の学習支援活動

は、夏季休暇期間中においても行われ、公教育との協力体制を築いてまいりました。 

 一方、採算性の低い長嶺校を３月末をもって閉鎖いたしました。 

 生徒数においては、個別指導部と高等部はわずかながら伸びましたが、収益の大きなウェイトを占め

る小中学部においてやや回復傾向を見せているものの、期初からの生徒数の不足数を補うに至らず、前

年を下回ったまま推移いたしました。 

 この結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,769百万円（前年同期比3.2％減）となり、利益面では

人件費等が減少したものの、営業損失60百万円（前年同期比の営業損失90百万円）、経常損失75百万円

（前年同期比の経常損失109百万円）となりました。また特別損失として、減損損失13百万円を計上し

ました。一方、法人税等調整額△96百万円の計上により、四半期純損失は5百万円（前年同期比の四半

期純損失34百万円）となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べて91百万円増加して8,702百万円となり

ました。流動資産は前事業年度末に比べ158百万円増加して656百万円、固定資産は前事業年度末に比べ

67百万円減少して8,046百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、現金及び預金と繰延税金資産が増加したことによるものであります。 

 固定資産減少の主な要因は、有形固定資産の減価償却と土地等の減損処理によるものであります。 

 当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ168百万円増加して5,144百万円となりま

した。流動負債は前事業年度末に比べ514百万円増加して3,165百万円、固定負債は前事業年度末に比べ

346百万円減少して1,979百万円となりました。 

 流動負債増加の主な要因は、短期借入金及び前受金が増加したことによるものであります。 

 固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少によるものであります。 

 当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ77百万円減少して3,558百万円となり

ました。 

 主な要因は、配当金の支払い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２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末残高

に比べ38百万円増加しました。この結果、資金の当第２四半期累計期間末残高は304百万円となりまし

た。 

 また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは、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） 

 当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は120百万円（前年同期比150百万円の増

加）となりました。これは主に前受金の増加と法人税等の支払額の減少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） 

 当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は57百万円（前年同期比133百万円の増

加）となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入がなか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） 

 当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は24百万円（前年同期比30.0％増）とな

りました。これは主に長期借入金の返済による支出の増加によるものであります。 

  

・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
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平成22年2月期の業績予想は、平成21年4月17日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳

細につきましては、平成21年10月2日に公表しております「繰延税金資産の計上に伴う業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  （簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前年事業年度末に算定したものと著しく変化がないと

認められるため、前事業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棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚

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、棚卸資産の簿価切下げに関して、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、当事業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は、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。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、前事業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、前事業年度末の検討において使用した将

来の業績予測及びタックス・プランニングの結果を利用しております。 

  

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財

務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によって

おりましたが、第1四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平

成18年7月5日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる、損益に与える影響はありません。 

  

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改

正））が平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、第1四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる、損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  

  

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
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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２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 392,364 308,800

営業未収入金 7,037 4,266

教材 23,509 45,183

貯蔵品 2,697 2,164

繰延税金資産 170,079 80,416

その他 61,729 57,366

貸倒引当金 △1,250 △1,000

流動資産合計 656,167 497,197

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,829,143 2,898,354

土地 4,219,732 4,226,967

その他（純額） 159,371 163,952

有形固定資産合計 7,208,247 7,289,274

無形固定資産 34,840 23,021

投資その他の資産   

繰延税金資産 222,086 217,977

投資不動産（純額） 255,609 256,062

その他 325,997 327,996

投資その他の資産合計 803,693 802,036

固定資産合計 8,046,781 8,114,332

資産合計 8,702,948 8,611,530

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,511 54,891

短期借入金 1,450,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 1,169,400 1,395,400

未払金 39,030 74,432

未払法人税等 14,340 15,691

前受金 261,053 48,126

賞与引当金 62,172 58,731

ポイント引当金 29,730 19,243

その他 129,410 184,261

流動負債合計 3,165,648 2,650,778

固定負債   

長期借入金 1,306,300 1,677,500

退職給付引当金 498,979 482,652

長期未払金 147,892 147,892

その他 26,092 17,491

固定負債合計 1,979,264 2,325,537

負債合計 5,144,912 4,976,316
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 990,750 990,750

資本剰余金 971,690 971,690

利益剰余金 1,959,318 2,039,961

自己株式 △375,082 △374,877

株主資本合計 3,546,676 3,627,524

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,359 7,689

評価・換算差額等合計 11,359 7,689

純資産合計 3,558,035 3,635,214

負債純資産合計 8,702,948 8,611,530
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 1,769,392

売上原価 1,524,959

売上総利益 244,433

販売費及び一般管理費 305,145

営業損失（△） △60,712

営業外収益  

受取利息 770

受取配当金 298

受取家賃 4,940

受取手数料 9,061

その他 3,294

営業外収益合計 18,365

営業外費用  

支払利息 27,105

その他 6,241

営業外費用合計 33,347

経常損失（△） △75,694

特別損失  

固定資産除却損 3,731

減損損失 13,466

特別損失合計 17,198

税引前四半期純損失（△） △92,893

法人税、住民税及び事業税 8,589

法人税等調整額 △96,258

法人税等合計 △87,669

四半期純損失（△） △5,223
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 1,031,075

売上原価 820,876

売上総利益 210,199

販売費及び一般管理費 158,091

営業利益 52,107

営業外収益  

受取利息 415

受取配当金 278

受取家賃 2,098

受取手数料 2,743

その他 2,712

営業外収益合計 8,247

営業外費用  

支払利息 13,010

その他 4,264

営業外費用合計 17,275

経常利益 43,080

特別損失  

固定資産除却損 3,731

減損損失 13,466

特別損失合計 17,198

税引前四半期純利益 25,881

法人税、住民税及び事業税 4,296

法人税等調整額 △46,770

法人税等合計 △42,474

四半期純利益 68,355
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △92,893

減価償却費 83,374

減損損失 13,466

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,440

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10,487

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,326

受取利息及び受取配当金 △1,069

支払利息 27,105

固定資産除却損 3,731

売上債権の増減額（△は増加） △2,771

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,141

仕入債務の増減額（△は減少） △44,380

未払金の増減額（△は減少） △35,291

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,516

前受金の増減額（△は減少） 212,926

その他 △51,145

小計 154,934

利息及び配当金の受取額 503

利息の支払額 △26,373

法人税等の支払額 △8,370

営業活動によるキャッシュ・フロー 120,693

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 △64,000

定期預金の払戻による収入 19,000

有形固定資産の取得による支出 △10,682

投資有価証券の取得による支出 △1,820

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,502

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） 650,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △797,200

自己株式の取得による支出 △205

リース債務の返済による支出 △1,691

配当金の支払額 △75,529

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,626

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） 38,563

現金及び現金同等物の期首残高 265,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 304,364
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)（要約）中間損益計算書 

「参考資料」

（単位：千円、単位未満切捨）

前中間会計期間

科 目
（自 平成20年3月1日

   至 平成20年8月31日）

金   額
Ⅰ 売上高 1,827,135

Ⅱ 売上原価 1,603,463

売上総利益 223,671

Ⅲ 販売費及び一般管理費 314,159

営業損失（△） △ 90,487

Ⅳ 営業外収益 18,836

Ⅴ 営業外費用 37,766

経常損失（△） △ 109,417

Ⅵ 特別利益 115,705

Ⅶ 特別損失 165,869

税引前中間純損失（△） △ 159,581

法人税、住民税及び事業税 8,305

過年度未払法人税等戻入額 △ 6,054

法人税等調整額 △ 127,689

中間純損失（△） △ 34,143
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 (2)（要約）中間キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円、単位未満切捨）

前中間会計期間

（自 平成20年3月1日

 至 平成20年8月31日）

区  分 金         額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失(△) △ 159,581

減価償却費 87,958

減損損失 159,993

賞与引当金の減少額 △ 2,031

ポイント引当金の増加額 11,372

退職給付引当金の増加額 9,202

受取利息及び受取配当金 △ 1,354

支払利息 33,431

有形固定資産の売却益 △ 115,705

有形固定資産の除却損 5,876

売上債権の増加額 △ 1,027

たな卸資産の減少額 17,853

仕入債務の減少額 △ 55,934

未払金の減少額 △ 29,997

未払消費税等の増加額 6,239

前受金の増加額 121,442

その他 △ 6,014

小     計 81,725

利息及び配当金の受取額 700

利息の支払額 △ 31,545

法人税等の支払額 △ 80,298

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 29,417

Ⅱ 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 △ 64,000

定期預金の払戻による収入 19,000

有形固定資産の取得による支出 △ 91,597

有形固定資産の売却による収入 214,032

投資有価証券の取得による支出 △ 1,821

投資活動によるキャッシュ・フロー 75,612

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加額 850,000

長期借入金の返済による支出 △ 772,400

自己株式の売却による収入 217

自己株式の取得による支出 △ 741

配当金の支払額 △ 96,025

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 18,950

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 27,244

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 287,871

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 315,116
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当第２四半期累計期間の販売実績（売上高）は以下のとおりであります。（単位：千円、単位未満切捨） 

 
  

  

  

  

  

6. 販売の状況

前中間会計期間 当第2四半期累計期間

比較増減（自 平成20年３月１日 （自 平成21年３月１日

部  門  至 平成20年８月31日）  至 平成21年８月31日）

幼児・小学部 441,667 411,962 △ 29,704

中学部 1,108,639 1,076,545 △ 32,093

高等部 69,278 74,766 5,487

個別指導部 121,322 122,137 815

その他 86,227 83,981 △ 2,246

合  計 1,827,135 1,769,392 △ 57,742

（注） 1 その他は合宿収入等であります。

2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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