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業績予想の修正に関するお知らせ 
 
最近の業績の動向を踏まえ、平成 21 年５月 12 日の決算発表時に公表いたしました平成 22 年３月期第２四

半期累計期間（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日）及び通期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月
31 日）の業績予想を、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。 

 
記 

（金額の単位：百万円） 
１．平成 22 年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30日） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 １株当たり 
四半期純利益

前回発表予想（Ａ） 百万円 

8,155 
百万円

239 
百万円

221 
百万円 

110 
   円  銭 

15 98 

今回修正予想（Ｂ） 7,936 203 189 81 11 74 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △218 △35 △32 △29 ――― 

増 減 率（％） △2.7 △14.9 △14.6 △26.6 ――― 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 21 年３月期第２四半期） 
8,090 454 442 609 79 42 

 
２．平成 22 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

 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 

前回発表予想（Ａ） 百万円 

17,097 
百万円

1,148 
百万円

1,116 
百万円 

587 
   円  銭 

    84 74 

今回修正予想（Ｂ） 16,739 865 836 414    59 75 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △357 △283 △280 △173 ――― 

増 減 率（％） △2.1 △24.7 △25.1 △29.5 ――― 

（ご参考）前期実績 

（平成 21 年３月期） 
16,756 1,174 1,149 431 57  73 

 
３．平成 22 年３月期第２四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30日） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 １株当たり 
四半期純利益

前回発表予想（Ａ） 百万円 

7,893 
百万円

220 
百万円

213 
百万円 

100 
      円   銭 

14 47 

今回修正予想（Ｂ） 7,730 190 186 81 11 71 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △162 △29 △27 △19 ――― 

増 減 率（％） △2.1 △13.6 △12.8 △19.0 ――― 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 21 年３月期第２四半期） 
7,836 500 500 549 71  57 

 
４．平成 22 年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

 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 

前回発表予想（Ａ） 百万円 

16,600 
百万円

1,121 
百万円

1,110 
百万円 

586 
      円   銭 

   84  63 

今回修正予想（Ｂ） 16,200 853 844 433 62 45 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △400 △268 △265 △153 ――― 

増 減 率（％） △2.4 △23.9 △23.9 △26.2 ――― 

（ご参考）前期実績 

（平成 21 年３月期） 
16,281 1,296 1,293 306  41  02 



５．修正の理由 

(1) 平成 22 年３月期第２四半期連結累計期間（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日） 

当第２四半期連結累計期間におきましては、世界的な景気低迷により個人消費が冷え込む中で、 

学習塾業界におきましても、非受験学年を中心に、入塾時期の先送りや受講講座の見直しといった 

   影響が出始めております。このような中、当社におきましては、顧客サービスの向上や、新商品開

発等に努め、収益増に注力してまいりましたが、小学校低学年層・中学高校の非受験学年における

塾生数が当初計画を若干下回って推移いたしました。また、子会社である株式会社野田学園におき

ましても、浪人生市場が縮小する中で、現役高校生をターゲットとした新コースの立ち上げにより

受講生の獲得に努めてまいりましたが、当期においては高卒生の減少を埋めるには至りませんでし

た。以上の結果、売上高は前回予想を 2.7%（218 百万円）下回る 7,936 百万円となる見通しです。 

    利益面につきましては、クラス設置数の適正化等による校舎運営の効率化や、変動費を中心とし

た費用削減に努めた結果、営業利益は前回予想比 35 百万円減の 203 百万円、経常利益は 32 百万円

減の 189 百万円を見込んでおります。四半期純利益につきましては、校舎移転並びに校舎・不動産

賃貸物件の原状回復等に伴う固定資産除却損が発生したことにより、前回予想比 29 百万円減の 81

百万円を見込んでおります。 

 

(2) 平成 22 年３月期連結通期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

   通期の業績予想につきましては、上半期の動向並びに外部環境を踏まえ 10 月以降の塾生数予測 

を見直した結果、売上高は前回予想比 2.1％（357 百万円）減の 16,739 百万円に修正いたしました。 

利益予想につきましては、引き続き、校舎運営の効率化を推進するとともに、販売促進費・広告

宣伝費等の増加率抑制に努めることにより、営業利益は 865 百万円（前回予想比 283 百万円減）、

経常利益は 836 百万円（前回予想比 280 百万円減）、当期純利益 414 百万円（前回予想比 173 百万

円減）に修正いたしました。 

 厳しい経済環境は今しばらく続くものと推察されますが、他方で、現在受付中の秋期模擬試験（11

月度 全国統一小学生試験）においては、既に前年同期比 50％増となる 6,100 名以上の外部生から

申込みをいただいており、また、今期より本格的に開始した小１～小３対象のアルゴクラブ受講生

も順調に推移するなど、来期に向けての好材料も現われております。今後は、全社を挙げてこれら

潜在顧客の皆様に対する質の高いサービスの提供に注力し、11 月以降に本格化する新年度生集客に

繋げてまいる所存です。 

 

（3）平成 22 年３月期第２四半期累計期間及び平成 22 年３月期通期の個別業績予想 

個別業績予想につきましては、連結業績予想と同様の理由により修正を行っております。 

 

（注）上記記載の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断した

ものであり、実際の業績は、今後様々な要因により上記業績予想数値とは異なる結果となる

可能性がありますことをご承知おきください。 

 

以 上 


