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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 7,195 ― 474 ― 489 ― 273 ―
21年2月期第2四半期 8,054 ― 1,127 ― 1,141 ― 658 ―

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 4.64 4.64
21年2月期第2四半期 10.36 10.36

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 9,350 7,641 81.7 129.81
21年2月期 9,711 7,536 77.6 128.11

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  7,641百万円 21年2月期  7,536百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年2月期 ― 3.00
22年2月期 

（予想）
― 3.00 6.00

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  有   

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 14,754 △5.6 1,500 △25.7 1,523 △25.8 850 △27.9 14.45
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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  無  

(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） 

(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 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2月期第2四半期 65,269,500株 21年2月期  65,269,500株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  6,401,274株 21年2月期  6,439,880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 58,829,786株 21年2月期第2四半期 63,539,475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．本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で得られた情報に基づき判断した見通しであり、不確定要素を含んでおります。従
いまして、実際の業績は、状況の変化によって予想数値と異なる場合があります。 
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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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、昨年秋から続く世界的な金融危機の影響による世界景気の低迷により

企業収益は極めて大幅に減少しております。個人消費におきましても消費マインドは低水準ながら持ち直しておりますが、

雇用情勢の悪化、実質雇用者所得は緩やかに減少するなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のもとで、当社は、個別指導塾だから出来る生徒一人ひとりにきめ細やかなサービスと更なるクオリテ

ィの向上に努め、「生徒第一主義」の徹底と「顧客満足度の向上」を不断に心掛けることによって、他塾との差別化をよ

り明確にし、個別指導塾業界のトップ企業を目指しております。 

売上高につきましては、新たな施策や広告宣伝活動を積極的に行う事により新入会者の増加、既存生徒の退会抑制に努

めましたが、目標としている生徒数を上回ることが出来ず、既存生徒数は厳しい状況が続いておりますが、７月・８月度

の夏期講習会は堅調に推移する事が出来ました。 

なお、学習環境の整備ならびに学習塾としてのクオリティ維持・向上を目的として、入会時及び学年更新時において年

間費用を一括納入いただいておりました「設備費」について、当期から毎月払いにてお納めいただくよう改定を致してお

ります。ＣＳの観点を重視し、顧客へよりわかりやすい納入方法・ご負担方法へと変更するものであります。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は７,１９５百万円となりました。 

損益面におきましては、業務効率の向上及び積極的なコスト削減に取り組んだ結果、営業利益は４７４百万円、経常利

益は４８９百万円、四半期純利益２７３百万円となりました。 

 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

〔資 産〕 

資産合計は９,３５０百万円（前事業年度末比３６０百万円減少）となりました。 

これは主に、夏期講習会売上に伴い営業未収入金が一時的に増加しているものの、積極的な生徒募集のためのコス

ト、法人税等及び配当金の支払いをおこなったことにより現金及び預金が減少したことによるものであります。 

〔負 債〕 

負債合計は１,７０８百万円（前事業年度末比４６６百万円減少）となりました。 

これは主に、借入金を約定により返済したため１年内返済予定の長期借入金が減少し、さらに未払法人税等が減少

したことによるものであります。 

〔純資産〕 

純資産合計は７,６４１百万円（前事業年度末比１０５百万円増加）となりました。 

これは、四半期純利益を計上したことや剰余金の配当などによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という｡）は、営業利益（税引前四半期純利益４

８４百万円）を計上しておりますが、夏期講習会売上に伴う営業債権が一時的に増加、また法人税等及び配当金の支

払い、約定返済による長期借入金の返済等により、前事業年度末に比べ１,６１２百万円減少し、当第２四半期末は４,

９７１百万円となりました。 

また当第２四半期会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は、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〕 

営業活動の結果、使用した資金は１,２０２百万円となりました。 

これは主に、第２四半期までの営業利益が計上されたものの、夏期講習会売上に伴う売上債権が一時的に増加し

たことに加え、法人税等の支払いをおこな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６７百万円となりました。 

これは主に、9 月新規開校に向けての敷金保証金の支払い及び、教室移転または既存教室リニューアル等に伴う有

形固定資産等の取得を行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、使用した資金は３４２百万円となりました。 

これは主に、配当金の支払い及び長期借入金の約定返済の支払いがあったことによるものであります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、当第 2四半期累計期間における業績及び今後の見通しを勘案し、平成 21 年 4月 10 日付「平

成 21 年 2月期決算短信（非連結）」にて公表の予想数値を修正いたしました。 

 

 

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 

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） 

記載すべき重要な事項はありません。 

 

（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 

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。 

 

（３）追加情報 

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） 

設備費売上高は、教室の設備投資について顧客にご負担していただいている金額に係る売上高であり、従来、入

会時及び学年更新時に年間設備費として顧客に一括してご負担していただいていたため、年間設備費売上を入会時

及び学年更新時に一括計上しておりましたが、平成 21 年 3月より生徒の在籍期間に応じて毎月ご負担していただ

く方法に変更したことに伴い、当期より月額設備費売上を月次で売上計上する方法に変更いたしました。 
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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 
前事業年度末に係る 

要約貸借対照表  

(平成２１年８月 31 日) (平成２1年２月 28 日) 

資産の部    

 流動資産   

現金及び預金  5,471,767 7,084,521 

営業未収入金 1,591,726 241,937 

たな卸資産 4,789 5,919 

その他 307,366 376,323 

貸倒引当金 △19,700 △15,286 

流動資産合計 7,355,948 7,693,414 

 固定資産  

有形固定資産  280,037 306,859 

無形固定資産 120,838 115,198 

投資その他の資産  

 敷金及び保証金  1,461,504 1,455,127 

 その他 131,967 140,567 

 投資その他の資産合計 1,593,472 1,595,694 

 固定資産合計 1,994,348 2,017,752 

資産合計 9,350,297 9,711,167 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
前事業年度末に係る 

要約貸借対照表  

(平成２１年８月 31 日) (平成２1年２月 28 日) 

負債の部   

 流動負債 

 買掛金 14,268 22,593 

 1 年内返済予定の長期借入金 ― 175,000 

 未払法人税等 185,723 303,148 

 賞与引当金 58,387 124,133 

 その他 1,438,717 1,545,226 

 流動負債合計 1,697,096 2,170,101 

 固定負債  

 リース債務 8,138 ― 

 その他 3,141 4,508 

 固定負債合計 11,279 4,508 

 負債合計 1,708,376 2,174,610 

純資産の部   

 株主資本   

 資本金 642,157 642,157 

 資本剰余金  1,235,371 1,233,213 

 利益剰余金 6,860,573 6,763,979 

 自己株式 △1,096,181 △1,102,794 

 株主資本合計 7,641,920 7,536,556 

 純資産合計 7,641,920 7,536,556 

負債純資産合計 9,350,297 9,711,167 
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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 7,195,153

売上原価 4,211,902

売上総利益 2,983,250

販売費及び一般管理費 2,508,460

営業利益 474,790

営業外収益 

受取利息 14,578

その他 1,273

営業外収益合計 15,852

営業外費用 

支払利息 736

営業外費用合計 736

経常利益 489,905

特別利益 

償却債権取立益 927

その他 1

特別利益合計 929

特別損失 

固定資産除却損 3,302

投資有価証券評価損 3,124

特別損失合計 6,426

税引前四半期純利益 484,408

法人税、住民税及び事業税 155,794

法人税等調整額 55,531

法人税等合計 211,326

四半期純利益 273,082
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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 

税引前四半期純利益 484,408 

減価償却費 47,513 

長期前払費用償却額 4,631 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,414 

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,746 

受取利息及び受取配当金 △14,578 

支払利息 736 

固定資産除却損 3,302 

投資有価証券評価損益（△は益） 3,124 

売上債権の増減額（△は増加） △1,349,789 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,129 

その他流動資産の増減額（△は増加） △2,470 

仕入債務の増減額（△は減少） △8,324 

前受金の増減額（△は減少） 153,742 

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,570 

未収消費税等の増減額（△は減少） 5,022 

その他流動負債の増減額（△は減少） △208,587 

 小計 △944,042 

利息及び配当金の受取額 14,594 

利息の支払額 △559 

法人税等の還付額 20,062 

法人税等の支払額 △292,840 

営業活動によるキャッシュ・フロー                 △1,202,786 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 貸付けによる支出 △3,000,000 

 貸付金の回収による収入 3,000,000 

 有形固定資産の取得による支出 △22,198 

 有形固定資産の除却による支出 △1,737 

 無形固定資産の取得による支出 △28,150 

 敷金及び保証金の差入による支出 △13,823 

 敷金及び保証金の回収による収入 5,661 

 長期前払費用の取得による支出 △7,124 

 その他 △174 

投資活動によるキャッシュ・フロー                 △67,546 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △175,000 

リース債務の返済による支出 △1,090 

自己株式の処分による収入 8,784 

自己株式の取得による支出 △14 

配当金の支払額 △175,100 

財務活動によるキャッシュ・フロー △342,420 

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) △1,612,753 

現金及び現金同等物の期首残高 6,584,521 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,971,767 
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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。 

  

 

（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）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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 
 

（１）中間損益計算書 

 

 

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（千円） 
百分比 

（％） 
 

Ⅰ  売上高  8,054,837 100.0  

Ⅱ  売上原価  4,382,102 54.4  

売上総利益  3,672,735 45.6  

Ⅲ  販売費及び一般管理費  2,545,530 31.6  

 営業利益  1,127,204 14.0  

Ⅳ 営業外収益  18,747 0.2  

Ⅴ 営業外費用  4,532 0.0  

 経常利益  1,141,420 14.2  

Ⅵ 特別利益  － －  

Ⅶ 特別損失  12,341 0.2  

税引前中間純利益  1,129,079 14.0  

法人税、住民税及び事業税  495,393  

法人税等調整額  △24,361 5.8  

中間純利益  658,046 8.2  
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
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（千円）  

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税引前中間純利益 1,129,079  

 減価償却費 38,035  

長期前払費用償却 5,350  

 貸倒引当金の増減額（減少は△） 5,399  

 賞与引当金の増減額（減少は△） 59,551  

 受取利息及び受取配当金 △18,347  

 支払利息 2,504  

 自己株式取得に伴う支払手数料 1,768  

 固定資産除却損 5,190  

投資有価証券評価損益（△は益） 7,150  

 売上債権の増減額（増加は△） △1,241,318  

 たな卸資産の増減額（増加は△） 9  

 その他流動資産の増減額（増加は△） 18,566  

 仕入債務の増減額（減少は△） 6,897  

 前受金の増減額（減少は△） △56,364  

 未払消費税等の増減額（減少は△） 6,498  

 その他流動負債の増減額（減少は△） △71,600  

    小      計 △101,628  

 利息及び配当金の受取額 19,540  

 利息の支払額 △2,353  

 法人税等の還付額 7,215  

 法人税等の支払額 △441,316  

営業活動によるキャッシュ・フロー                 △518,543  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 貸付金の貸付による支出 △3,000,000  

 貸付金の返還による収入 3,000,000  

 有形固定資産の取得による支出 △18,461  

 無形固定資産の取得による支出 △25,000  

 敷金及び保証金の差入による支出 △16,563  

 敷金及び保証金の返還による収入 1,584  

 長期前払費用の増加による支出 △867  

 その他投資の取得による支出 △174  

投資活動によるキャッシュ・フロー                 △59,482  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入金の返済による支出 △165,000  

自己株式の処分による収入 2,200  

自己株式の取得による支出 △213,642  

配当金の支払額 △317,308  

財務活動によるキャッシュ・フロー △693,750  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少は△) △1,271,776  

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 6,965,635  

Ⅵ 現金及び現金同等物四半期末残高 5,693,859  
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６．その他の情報 

販売の状況 

 
[品目別売上高明細表] 

当四半期 

 (平成２２年２月期 

第２四半期) 

（参考）前期 

(平成２１年２月期) 
 

 

生徒数 金    額 構成比 生徒数 金    額 構成比    

 人 千円 ％ 人 千円 ％  

小 学 生 3,353 964,239 13.4 3,884 2,233,969 14.3  

中 学 生 9,915 3,084,486 42.9 10,836 6,621,806 42.4  

高 校 生 10,431 3,146,427 43.7 11,006 6,768,124 43.3  

合 計 23,699 7,195,153 100.0 25,726 15,623,901 100.0  

（注）1．生徒数は、期中平均の在籍人数を記載しております。 

    2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 




