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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,188 △0.6 387 △14.2 394 △14.3 198 △20.8
21年3月期第2四半期 2,201 ― 452 ― 460 ― 250 ―

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2四半期 44.30 ―
21年3月期第2四半期 55.93 ―

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2四半期 4,924 4,229 85.9 942.94
21年3月期 4,886 4,157 85.1 926.85

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,229百万円 21年3月期  4,157百万円

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3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 30.00 30.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 4,632 3.5 983 1.3 989 0.5 562 7.4 125.33
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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）  無  

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

(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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想に当たっての注意事項等については、４ペー
ジ【定性的情報・財務諸表等】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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 4,536,000株 21年3月期  4,536,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  50,400株 21年3月期  50,400株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 4,485,600株 21年3月期第2四半期 4,485,600株
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当第２四半期連結累計期間(６ヶ月)は、一時の急激な悪化から景況は改善されたものの、失業率の

上昇や為替動向に左右される不安定な状況の中で推移しました。 

学習塾業界におきましても、政権交代による政策により来期の収支改善の期待があるものの、収支

状況が悪化する学習塾が散見されております。 

こうしたなか、当社におきましては、学習塾の社内基準に基づく閉鎖・統合の一巡と、学育教室の

開設や理科実験授業及び野外体験授業などの新たな教育サービスの提供、失業率の上昇を逆手に取っ

た中途採用の積極化等、様々な対策に取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高21億88百万円と前年同期比13百万円(0.6％)の減

収となりました。 

利益面につきましては、連結営業利益３億87百万円と前年同期比64百万円(14.2％)の減益、連結経

常利益３億94百万円と前年同期比66百万円(14.3％)の減益、連結第２四半期純利益１億98百万円と前

年同期比52百万円(20.8％)の減益となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

(教育事業) 

子会社である株式会社螢雪ゼミナールを含む当第２四半期連結累計期間の平均生徒数は7,073名(前

年同期比1.1％増)となりました。 

この結果、売上高は12億12百万円と前年同期比42百万円(3.6％)の増収となり、営業利益は、１億79

百万円と前年同期比18百万円(9.3％)の減益となりました。 

(スポーツ事業) 

一方、スポーツ事業につきましては、前連結会計年度において各スクールの採算性の見直しを徹底

し、スクールの閉鎖・統合を行い期初生徒数が減少したため、当第２四半期連結累計期間の平均生徒

数は23,333名(前年同期比10.1％減)となり、売上高８億75百万円と前年同期比88百万円(9.2％)の減

収、営業利益は、２億27百万円と前年同期比41百万円(15.4％)の減益となりました。 

(その他の事業) 

添加物・保存料を使用しない弁当の宅配事業及び化粧品・植物ミネラル水の販売事業を主に展開し

ており、当第２四半期連結累計期間の売上高１億円と前年同期比33百万円(50.1％)の増収、営業損失

は19百万円(前年同期営業損失14百万円)となりました。 

  

(流動資産) 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産合計は32億72百万円(前連結会計年度末比81百万円

増)となりました。 

 これは主に、現金及び預金が77百万円増加したことによるものであります。 

(固定資産) 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産合計は16億51百万円(前連結会計年度末比44百万円

減)となりました。 

 これは主に、のれんが27百万円減少したことによるものであります。 

(流動負債) 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債合計は６億70百万円(前連結会計年度末比33百万円

減)となりました。 

 これは主に、その他流動負債が39百万円減少したことによるものであります。 

(固定負債) 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債合計は23百万円(前連結会計年度末比１百万円減)と

なりました。 

 これは主に、退職給付引当金が１百万円減少したことによるものであります。 

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は42億29百万円(前連結会計年度末比72百万円増)

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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 これは主に、利益剰余金が64百万円増加したことによるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間の連結売上高及び営業利益等は当初計画を若干下回る水準で推移いたし

ました。 

原因といたしましては、主にスポーツ事業部門における会員数が入会計画値を下回ったことによ

り、月謝及び入会時売上高が減少したことによります。 

通期の連結業績予想は、第３四半期以降において積極的な営業活動と同時に効率的な組織運営によ

るコスト削減に努めることにより、前回公表(平成21年５月12日)数値と同額の売上高46億32百万円、

営業利益９億83百万円、経常利益９億89百万円、純利益５億62百万円と予想しております。 

  
  

該当事項はありません。 

  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しております。 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,008,571 2,930,772

受取手形及び売掛金 34,420 21,516

商品及び製品 120,192 116,834

原材料及び貯蔵品 11,542 11,270

その他 97,717 110,198

貸倒引当金 △61 △93

流動資産合計 3,272,382 3,190,497

固定資産   

有形固定資産 253,366 258,953

無形固定資産   

のれん － 27,787

その他 22,256 22,519

無形固定資産合計 22,256 50,307

投資その他の資産   

投資有価証券 803,615 818,450

その他 572,454 568,558

投資その他の資産合計 1,376,069 1,387,009

固定資産合計 1,651,692 1,696,270

資産合計 4,924,074 4,886,768

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,925 12,582

短期借入金 204,000 211,000

未払法人税等 170,661 177,926

賞与引当金 83,613 70,995

その他 191,647 231,609

流動負債合計 670,847 704,113

固定負債   

退職給付引当金 16,005 17,819

その他 7,560 7,360

固定負債合計 23,565 25,179

負債合計 694,413 729,292
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 212,700 212,700

資本剰余金 29,700 29,700

利益剰余金 4,059,313 3,995,176

自己株式 △36,976 △36,976

株主資本合計 4,264,737 4,200,600

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,076 △43,123

評価・換算差額等合計 △35,076 △43,123

純資産合計 4,229,660 4,157,476

負債純資産合計 4,924,074 4,886,768
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,201,695 2,188,661

売上原価 1,150,081 1,179,000

売上総利益 1,051,613 1,009,660

販売費及び一般管理費 599,407 621,831

営業利益 452,206 387,828

営業外収益   

受取利息 6,937 5,662

受取配当金 1,644 1,108

その他 1,892 1,795

営業外収益合計 10,474 8,566

営業外費用   

支払利息 2,388 1,999

その他 47 166

営業外費用合計 2,436 2,166

経常利益 460,244 394,229

特別利益   

受取和解金 － 1,154

特別利益合計 － 1,154

特別損失   

固定資産除却損 6,589 2,200

投資有価証券評価損 － 28,451

特別損失合計 6,589 30,651

税金等調整前四半期純利益 453,654 364,731

法人税等 202,778 166,026

四半期純利益 250,876 198,705
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 453,654 364,731

減価償却費 11,856 13,698

のれん償却額 27,787 27,787

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,481 12,618

貸倒引当金の増減額（△は減少） 71 △32

受取利息及び受取配当金 △8,582 △6,770

支払利息 2,388 1,999

投資有価証券評価損益（△は益） － 28,451

固定資産除却損 6,589 2,200

和解金 － △1,154

売上債権の増減額（△は増加） △2,615 △12,904

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,153 △3,629

仕入債務の増減額（△は減少） 6,728 8,343

前受金の増減額（△は減少） △37,538 △30,310

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,645 1,514

預り保証金の増減額（△は減少） △962 200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,033 △1,813

その他 8,072 3,341

小計 477,168 408,271

利息及び配当金の受取額 7,169 5,621

利息の支払額 △2,440 △1,964

和解金の受取額 － 1,154

法人税等の支払額 △231,043 △173,648

営業活動によるキャッシュ・フロー 250,853 239,433

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 △79,900 △79,900

定期預金の払戻による収入 29,900 79,900

有形固定資産の取得による支出 △3,265 △2,956

投資その他の資産の増減額（△は増加） △6,358 △13,583

投資有価証券の取得による支出 △50,214 －

貸付けによる支出 △500 △5,000

貸付金の回収による収入 603 1,473

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,735 △20,067

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） 20,000 －

長期借入金の返済による支出 △36,250 △7,000

配当金の支払額 △134,568 △134,568

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,818 △141,568

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） △9,699 77,798

現金及び現金同等物の期首残高 1,901,240 2,178,266

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,891,541 2,256,064
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、事業内容によって区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の区分 

 (1)教育事業…小・中学生及び高校生を対象とした学習塾 

  (2)スポーツ事業…幼児・小学生を対象としたサッカー教室 

  (3)その他の事業…弁当の宅配事業、化粧品販売 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、事業内容によって区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の区分 

 (1)教育事業…小・中学生及び高校生を対象とした学習塾 

  (2)スポーツ事業…幼児・小学生を対象としたサッカー教室 

  (3)その他の事業…弁当の宅配事業、化粧品販売 

  

(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】

教育事業 
(千円)

スポーツ事業
(千円)

その他の事業
(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

1,170,344 964,624 66,726 2,201,695 ― 2,201,695

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 1,170,344 964,624 66,726 2,201,695 ─ 2,201,695

営業利益又は営業損失（△) 198,004 268,832 △14,630 452,206 ─ 452,206

教育事業 
(千円)

スポーツ事業
(千円)

その他の事業
(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

1,212,761 875,756 100,143 2,188,661 ― 2,188,661

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 1,212,761 875,756 100,143 2,188,661 ─ 2,188,661

営業利益又は営業損失（△) 179,578 227,389 △19,139 387,828 ─ 387,828
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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在外支店はありませんので、記載を省略し
ております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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在外支店はありませんので、記載を省略し
ております。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高はありませんので、記載を省略しております。 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高はありませんので、記載を省略しております。 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

  
  

  

  

【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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