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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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3月期第2四半期 3,874 △2.0 203 △40.0 208 △39.7 94 △52.2

21年3月期第2四半期 3,952 ― 338 ― 344 ― 197 ―

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 9.43 ―

21年3月期第2四半期 19.56 ―

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 10,688 9,216 86.2 924.26
21年3月期 10,923 9,340 85.5 930.73

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,216百万円 21年3月期  9,340百万円

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 ― 18.00 18.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 18.00 18.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 8,406 1.9 726 1.4 740 1.3 435 20.9 43.50
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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」をご覧ください。 

(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） 

(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3月期第2四半期 10,309,200株 21年3月期  10,309,200株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  337,072株 21年3月期  273,072株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期  9,999,728株 21年3月期第2四半期 10,093,634株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な
要因に係る本資料発表日における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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  当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、企業の在庫調整が一段落し、一部に回復の兆しが見えるもの

の、急激な円高の進行などを背景とした企業業績の低迷により実体経済は依然として厳しく、雇用や所得の環境悪

化から、先行き不安が払拭できない状況が続いております。 

  当社が属する教育サービス業界におきましても、低迷する個人消費により、取得講座の減少や、入塾時期の先送

りによる在籍期間の短縮化傾向が顕著なものとなっているほか、新規顧客獲得という局面においても、各社厳しい

現状に直面しております。 

  このような環境の中、当社は市場ニーズの高い個別指導形態の校舎展開を中心とした未出店地域への進出や、IT

を活用した教育サービスの実践など、集客力の強化に努め、顧客に対するサービス価値の高品質化に積極的に努力

してまいりましたが、夏期講習は目標としている生徒数を上回ることが出来ず、厳しい状況となりました。しか

し、９月度の売上は夏期講習からの継続在籍率アップなどにより順調に推移するなど、第３四半期に向けて好材料

も現れております。 

  また、当第２四半期における設備投資に関しては、奈良県大和郡山市に（個別受験指導部門）個別館郡山校を開

校し、奈良県北部における校舎ネットワーク体制の強化に努めました。 

  これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は、3,874百万円（前年同期比77百万円減）となり、営業利益は役

員退職慰労金打切り支給の影響額117百万円もあり203百万円（前年同期比135百万円減）、経常利益は208百万円

（前年同期比136百万円減）、当第２四半期純利益は移転により遊休化した自社物件の減損損失計上32百万円により

94百万円（前年同期比103百万円減）となりました。 

  

  

当第２四半期会計期間末の総資産は10,688百万円となり、前事業年度末に比べ235百万円減少いたしました。流

動資産は2,115百万円となり171百万円減少いたしました。主な要因は売掛金が減少したことによるものでありま

す。固定資産は、8,572百万円となり、前事業年度末と比較して大きな変動はありません。 

流動負債は738百万円となり、前事業年度末に比べ189百万円減少いたしました。主な要因は未払金が減少したこ

と等によるものであります。固定負債は、732百万円となり、前事業年度末と比較して大きな変動はありません。 

なお、純資産は124百万円減少して9,216百万円となり、自己資本比率は86.2％となりました。 

（キャッシュ・フロ－の状況） 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、1,687百万円となり、前事業年度末と比べ60百

万円増加しました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要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） 

営業活動の結果獲得した資金は、412百万円（前年同期に獲得した資金は447百万円）となりました。これは、前

年同期に比べ、生徒数の減少による営業収入の減少や新規校舎開設に伴う人件費の増加、法人税の納付額が減少し

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、136百万円（前年同期に獲得した資金は56百万円）となりました。これは、前

年同期にあった差入保証金の返還による収入が無いこと、前年同期になかった定期預金の払戻による収入の増加、

前年同期に比べ有形固定資産の取得による支出が増加したこと、新たに投資有価証券の取得による支出があったこ

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、215百万円（前年同期に使用した資金は203百万円）となりました。これは、1

株あたり配当金額が前年と同額であったことや、前年と同様に自己株式の取得を行っていることにより、前年とほ

ぼ同様の結果になっております。 

  

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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 業績予想につきましては、現時点では大きな業績変動が予測されないことから、平成21年４月30日に公表いたし

ました通期の業績予想に変更はありません。 

  

  

 定率法を採用している固定資産の減価償却については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定し

ております。   

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労引当金を計上しておりましたが、平成21年６月

23日開催の第32回定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止することが決議されました。 

 同制度の廃止に伴い、定時株主総会の日以前の在職期間分の役員退職慰労金を打ち切り支給することになりま

した。 

 なお、支給時期は、各役員それぞれの退任時とし、制度廃止時までに計上されていた役員退職慰労引当金相当

額を取り崩し、これに功労加算金を含めた金額を「長期未払金」に振り替え、固定負債「その他」に含めて表示

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

（３）役員退職慰労金制度の廃止
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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９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,837,384 1,826,478

売掛金 43,053 235,271

たな卸資産 69,776 82,746

繰延税金資産 34,970 39,044

その他 134,258 110,188

貸倒引当金 △3,500 △6,100

流動資産合計 2,115,943 2,287,629

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,401,759 2,460,735

土地 3,787,131 3,803,593

その他（純額） 226,726 271,364

有形固定資産合計 6,415,618 6,535,693

無形固定資産 89,750 98,075

投資その他の資産   

投資有価証券 376,278 357,144

繰延税金資産 375,935 336,492

差入保証金 1,190,883 1,179,891

その他 123,736 128,234

投資その他の資産合計 2,066,834 2,001,763

固定資産合計 8,572,202 8,635,532

資産合計 10,688,146 10,923,161

負債の部   

流動負債   

買掛金 45,491 84,459

未払法人税等 126,417 126,882

未払消費税等 46,191 52,622

賞与引当金 35,187 36,009

その他 485,287 628,239

流動負債合計 738,575 928,213

固定負債   

退職給付引当金 254,497 244,143

役員退職慰労引当金 － 325,350

その他 478,185 84,495

固定負債合計 732,683 653,989

負債合計 1,471,259 1,582,202
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,667,106 1,667,106

資本剰余金 1,946,100 1,946,100

利益剰余金 5,819,620 5,905,959

自己株式 △207,208 △171,743

株主資本合計 9,225,618 9,347,422

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,731 △6,463

評価・換算差額等合計 △8,731 △6,463

純資産合計 9,216,886 9,340,958

負債純資産合計 10,688,146 10,923,161
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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）

前第２四半期累計期間 
(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 3,952,069 3,874,170

売上原価 3,084,616 3,092,007

売上総利益 867,452 782,163

販売費及び一般管理費 528,741 578,957

営業利益 338,711 203,205

営業外収益   

受取利息 2,838 1,032

受取配当金 1,760 2,230

受取手数料 1,155 －

雑収入 1,995 5,202

営業外収益合計 7,748 8,464

営業外費用   

支払手数料 251 －

投資事業組合運用損 1,126 1,689

雑支出 233 1,898

営業外費用合計 1,610 3,587

経常利益 344,848 208,082

特別利益   

固定資産売却益 － 57

貸倒引当金戻入額 987 1,084

受取保険金 1,183 －

特別利益合計 2,170 1,142

特別損失   

減損損失 － 32,862

訴訟関連損失 1,722 －

店舗閉鎖損失 4,778 －

その他 721 2,718

特別損失合計 7,222 35,581

税引前四半期純利益 339,797 173,643

法人税、住民税及び事業税 160,593 113,150

法人税等調整額 △18,277 △33,818

法人税等合計 142,316 79,331

四半期純利益 197,480 94,311
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

営業収入 4,316,240 4,265,776

原材料又は商品の仕入れによる支出 △118,154 △104,226

人件費の支出 △1,816,086 △2,010,601

その他の営業支出 △1,752,995 △1,616,684

小計 629,002 534,263

利息及び配当金の受取額 6,244 3,475

その他の収入 4,030 4,813

その他の支出 △3,419 △1,698

法人税等の支払額 △188,568 △128,220

営業活動によるキャッシュ・フロー 447,289 412,633

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 △100,000 △50,000

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △110,460 △149,299

無形固定資産の取得による支出 △2,552 △4,319

差入保証金の差入による支出 △4,748 △11,696

差入保証金の回収による収入 277,008 703

投資有価証券の取得による支出 － △25,900

貸付金の回収による収入 435 5,120

その他 △3,407 △1,040

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,274 △136,431

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △181,413 △179,830

自己株式の取得による支出 △21,898 △35,465

その他の固定負債の増減額（△は減少） △204 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △203,517 △215,295

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） 300,047 60,906

現金及び現金同等物の期首残高 2,326,806 1,626,478

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,626,853 1,687,384
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 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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 生産、受注及び販売の状況  

 （１）事業部門別生徒数の状況 

  

（２）事業部門別売上の状況 

（注）１．生徒数は、第２四半期会計期間末現在の在籍人数を記載しております。  

２．（総合教育部門）は、アナップ、サイエンスラボ、こどもカレッジ、ＬＥＣ（レゴ エデュケーション セ

ンター）、E-Lecture（インターネットレッスン）の運営及び利用権の販売によるものであります。 

３．（その他）は、予備校等の運営ノウハウの販売、不動産の賃貸によるものであります。 

４．売上高には、消費税等は含まれておりません。  

６．その他の情報

 事業部門別  

前第２四半期会計期間末 

（平成20年９月30日）  

当第２四半期会計期間末 

（平成21年９月30日）  

生徒数（人）   生徒数（人）   

 小・中学部 

 （中学受験指導部門） 

進学館    2,240 2,234

 （高校受験指導部門） 

開進館  4,853 4,516

 （大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程   1,199 1,100

 高校部 
 （大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程   5,338 5,039

 その他  

 （個別受験指導部門） 

個別館      4,726 4,808

 （総合教育部門）   
2,231 2,230

 （その他）    
－ －

 合 計   
20,587 19,927

 事業部門別  

前第２四半期累計期間 

 （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（千円）   売上高（千円） 

 小・中学部 

 （中学受験指導部門） 

進学館    512,201 519,822

 （高校受験指導部門） 

開進館  861,208 821,297

 （大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程   212,576 194,852

 高校部 
 （大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程   1,224,680 1,178,050

 その他  

 （個別受験指導部門） 

個別館      916,040 914,228

 （総合教育部門）   
177,964 171,678

 （その他）    
47,396 74,240

 合 計   
3,952,069 3,874,170
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