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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 7,936 △1.9 203 △55.1 189 △57.2 81 △86.6
21年3月期第2四半期 8,090 ― 454 ― 442 ― 609 ―

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 11.74 ―
21年3月期第2四半期 79.42 ―

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 9,621 4,099 42.6 590.45
21年3月期 9,085 4,099 45.0 590.11

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,094百万円 21年3月期  4,092百万円

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 ― 20.00 20.00
22年3月期 ― 10.00
22年3月期 

（予想）
― 20.00 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 16,739 △0.1 865 △26.3 836 △27.2 414 △4.0 59.75



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  無  

(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 
１．平成21年10月20日に公表いたしました通期連結業績予想は、本資料において修正しておりません。 
２．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。上記業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあ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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 6,934,976株 21年3月期  7,676,040株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  741,064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 6,934,976株 21年3月期第2四半期 7,673,532株



  当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融危機の影響による景気低迷が長引く中で、企業

収益は減少し、雇用や所得環境も厳しい状況が続きました。 

当業界におきましても、これまでは比較的景気動向の影響を受けにくいとされてきた教育費支出ではあります

が、入塾時期の先送りや受講講座の見直しといった形で、家計引き締めの影響が現れているように見受けられ、同

業間の競争はより熾烈になっております。同時に、学習塾同士や異業種企業の参入によるＭ＆Ａや業務・資本提携

が進行しており、業界再編の動きは今後も更に活発化するものと思われます。 

 このような状況の中、当社グループ（当社及び連結子会社。以下同様。）におきましては、進学塾の本質的サー

ビスである授業品質を更に向上させるべく、内部充実を年度目標の一つに掲げ、従業員研修を強化するとともに、

教育事業推進部を中心に校舎運営の支援・指導に注力いたしました。 

 また、収益機会の拡大を図るため、対外施策を強化し、海外及び集客エリアの異なる地方の進学塾との業務提携

を積極的に推し進めるとともに、当社が開発したオリジナル教材や実力診断「早稲アカ夢テスト」（中学受験をし

ない小６生対象の学力診断テスト）の販売を開始いたしました。 

 子会社である株式会社野田学園におきましては、夏期合宿特訓「サマーヴィレッジ」や個別特訓の受講生獲得に

注力するとともに、現役高校生に対する集客力を向上させるため、難関医学部志望者を対象とした特別講座「最難

関医学部必勝」「難関医学部必勝」の新設に取り組みました。この講座は当社高校部（サクセス18）と共同運営す

ることによりグループとしてのシナジーを発揮し、今後の収益拡大・合格実績伸長に繋げていく予定です。他方、

費用面では、収益改善を図るため、広告宣伝活動の見直しや各種費用の削減に努めました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,936百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益203百万円（前

年同期比55.1％減）、経常利益189百万円（前年同期比57.2％減）、四半期純利益81百万円（前年同期比86.6％減）

となりました。尚、四半期純利益における前年同期比の乖離率が大きくなっているのは、前年同期に役員退職慰労

引当金戻入額、受取保険金等679百万円を特別利益として計上していることによります。 

  

  （学習塾部門） 

 学習塾部門につきましては、小学校低学年対象のサブ・コンテンツとして、算数オリンピック数理教室「アルゴ

クラブ」を今年度から本格的に開始いたしました。開講当初から順調に受講生を獲得することができ、９月には開

設校舎を５校増設いたしました。また、来春から募集が開始される早大学院中学部対策のＮＮ早大学院クラス・都

県立最難関高必勝クラス等を新設し、顧客ニーズに対応した志望校別のきめ細かい指導体制強化に取り組みまし

た。 

 収益の基礎となる塾生数につきましては、小６・中１・中３が前年同期より増加したのに対し、小学部低学年

層・中２・高校部において前年同期を下回って推移した結果、期中平均塾生数は26,524人となり、前年同期を2.5％

下回りました。学部別塾生数は後記６．その他の情報（２）部門別販売実績に記載のとおりです。 

 校舎展開につきましては、当社におきまして本年４月に高校部専門校舎サクセス18所沢校、７月に個別指導ＭＹ

ＳＴＡ新浦安教室を新規出校し、当四半期末の校舎数は当社119校、株式会社野田学園１校の合計120校となりまし

た。 

 以上の結果、学習塾部門の売上高は7,854百万円（前年同期比1.9％減）となりました。 

  ※上記塾生数は基本コース生であり、アルゴクラブ等の特別講座生は含んでおりません。 

  

   （不動産賃貸部門等） 

  不動産賃貸部門等につきましては、子会社である株式会社野田学園並びに株式会社ビーケアの売上高が前年同期

を上回ったものの、主に当社における社会人研修事業（リーダー育成合宿「Ｗ－ＥｘＰｅｒＴ」）の受講生獲得が

伸び悩んだ結果、売上高は81百万円（前年同期比2.8％減）となりました。 

  

当第２四半期末の総資産は、9,621百万円となり、前連結会計年度末に比べ、536百万円増加いたしました。増加

の主な要因は、流動資産268百万円、固定資産247百万円の増加によるものであります。その内訳は、現金及び預金

127百万円、営業未収入金267百万円の増加と、繰延税金資産82百万円の減少等であります。その他に、有形固定資

産は94百万円、無形固定資産は20百万円、投資その他の資産は132百万円の増加となりました。 

当第２四半期末の負債合計は、5,522百万円となり、前連結会計年度末に比べ、536百万円増加いたしました。増

加の主な要因は、固定負債870百万円の増加によるものであります。その内訳は、社債720百万円、リース債務67百

万円の増加等であります。他方、流動負債は、333百万円減少いたしました。その内訳は、有利子負債524百万円、

未払法人税等399百万円の減少、前受金848百万円の増加等であります。 

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



当第２四半期末の純資産の部は、4,099百万円となり、前連結会計年度末とほぼ同水準となりました。その内訳

は、当連結累計期間の四半期純利益81百万円、その他有価証券評価差額金59百万円の増加、株式配当額138百万円に

よる利益剰余金の減少であります。その結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の45.0％から42.6％となりまし

た。 

  

（キャッシュ・フローについて） 

当第２四半期末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより594百万円となり、前連結会 

計年度末に比べ、227百万円増加いたしました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益149百万円、減価償却費218百万円、前受金の

増加848百万円等が増加要因となり、他方、賞与引当金74百万円の減少、売上債権267百万円の増加、法人税等の支

払411百万円等が減少要因となりました。 

この結果、キャッシュ・フローは、前年同期に比べ、245百万円収入が減少し、388百万円の収入となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得217百万円、差入保証金の差入純 

増額70百万円等が支出要因となり、他方、定期預金100百万円の減少等が収入要因となりました。この結果、キャッ

シュ・フローは、前年同期に比べ、247百万円支出が増加し、205百万円の支出となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入878百万円等が増加要因となり、他方、短期借入金

の純減額617百万円、長期借入金の返済額148百万円、配当金の支払額138百万円等が減少要因となりました。この結

果、キャッシュ・フローは、前年同期に比べ、1,016百万円収入が増加し、44百万円の収入となりました。 

   

  今後の国内経済は、一部に持ち直しの兆しが窺えるとはいえ、雇用情勢は未だ回復への動きが見られず、先行き

不透明な状況が続くものと推察されます。他方、今後、政府主導で少子化対策や学力向上に向けた各種の施策が進

められることで、学校外教育に対する新たな需要が喚起され、民間教育機関の担う役割も更に拡がっていくことが

期待されます。 

 当社グループは、このような外部環境を見据え、顧客サービスの更なる向上と潜在顧客の開拓に注力するととも

に、引き続き、校舎運営・事務管理業務の効率化を推進し、収益性の向上に努めてまいります。 

 通期の業績予想につきましては、前回予想（平成21年10月20日発表）からの変更はなく、売上高16,739百万円、

営業利益865百万円、経常利益836百万円、当期純利益414百万円を予想しております。 

   

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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



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 591,918 464,374

営業未収入金 1,099,761 832,185

有価証券 8,263 8,256

商品及び製品 30,951 36,894

原材料及び貯蔵品 3,461 3,516

繰延税金資産 153,057 235,398

その他 253,418 287,638

貸倒引当金 △33,328 △29,423

流動資産合計 2,107,505 1,838,840

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,567,261 4,471,047

減価償却累計額 △2,567,244 △2,477,851

建物及び構築物（純額） 2,000,017 1,993,196

土地 2,007,357 2,007,357

リース資産 348,264 227,418

減価償却累計額 △56,763 △26,770

リース資産（純額） 291,501 200,647

建設仮勘定 116,465 117,131

その他 426,491 418,564

減価償却累計額 △312,552 △301,620

その他（純額） 113,938 116,944

有形固定資産合計 4,529,280 4,435,278

無形固定資産   

のれん 11,487 17,231

その他 594,727 568,059

無形固定資産合計 606,215 585,291

投資その他の資産   

投資有価証券 442,061 347,005

長期貸付金 7,282 －

繰延税金資産 226,554 240,203

長期未収入金 135,000 135,000

差入保証金 1,596,602 1,550,372

その他 105,071 106,922

貸倒引当金 △154,200 △153,522

投資その他の資産合計 2,358,372 2,225,981

固定資産合計 7,493,868 7,246,551

繰延資産   

社債発行費 20,522 －

繰延資産合計 20,522 －

資産合計 9,621,895 9,085,392



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 126,307 122,085

短期借入金 817,000 1,434,800

1年内返済予定の長期借入金 104,280 190,530

1年内償還予定の社債 180,000 －

未払費用 556,247 636,280

リース債務 68,387 44,403

未払法人税等 39,903 439,889

前受金 1,125,433 276,584

賞与引当金 275,403 349,432

その他 310,687 443,322

流動負債合計 3,603,650 3,937,329

固定負債   

社債 720,000 －

長期借入金 615,750 577,890

リース債務 224,827 157,074

退職給付引当金 318,585 280,029

その他 39,935 33,858

固定負債合計 1,919,098 1,048,851

負債合計 5,522,748 4,986,180

純資産の部   

株主資本   

資本金 467,304 467,304

資本剰余金 416,253 416,253

利益剰余金 3,234,154 3,890,341

自己株式 － △598,872

株主資本合計 4,117,712 4,175,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,930 △82,627

評価・換算差額等合計 △22,930 △82,627

少数株主持分 4,364 6,811

純資産合計 4,099,146 4,099,211

負債純資産合計 9,621,895 9,085,392



（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 8,090,964 7,936,957

売上原価 6,140,467 6,168,412

売上総利益 1,950,496 1,768,545

販売費及び一般管理費 1,496,337 1,564,829

営業利益 454,159 203,715

営業外収益   

受取利息 3,383 854

受取配当金 573 2,123

その他 8,163 9,080

営業外収益合計 12,120 12,057

営業外費用   

支払利息 23,237 21,881

社債発行費償却 － 848

その他 94 3,546

営業外費用合計 23,332 26,275

経常利益 442,947 189,497

特別利益   

投資有価証券売却益 － 202

役員退職慰労引当金戻入額 286,890 －

受取保険金 271,896 －

その他 120,617 －

特別利益合計 679,404 202

特別損失   

固定資産処分損 49,351 38,561

会員権評価損 － 289

弔慰金 33,000 －

その他 34,654 1,706

特別損失合計 117,005 40,556

税金等調整前四半期純利益 1,005,346 149,143

法人税、住民税及び事業税 242,610 15,170

法人税等調整額 156,756 55,035

法人税等合計 399,366 70,205

少数株主損失（△） △3,423 △2,446

四半期純利益 609,403 81,384



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,052,138 4,959,834

売上原価 3,499,281 3,464,063

売上総利益 1,552,857 1,495,771

販売費及び一般管理費 550,601 607,042

営業利益 1,002,255 888,729

営業外収益   

受取利息 2,233 605

その他 5,339 4,484

営業外収益合計 7,572 5,090

営業外費用   

支払利息 12,543 12,499

社債発行費償却 － 848

その他 39 3,102

営業外費用合計 12,582 16,450

経常利益 997,245 877,369

特別利益   

受取保険金 271,896 －

その他 774 －

特別利益合計 272,670 －

特別損失   

固定資産処分損 20,203 29,516

会員権評価損 － 289

弔慰金 33,000 －

その他 6,141 799

特別損失合計 59,345 30,605

税金等調整前四半期純利益 1,210,570 846,764

法人税、住民税及び事業税 238,420 10,830

法人税等調整額 281,319 321,283

法人税等合計 519,739 332,113

少数株主損失（△） △1,811 △1,199

四半期純利益 692,643 515,850



（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 1,005,346 149,143

減価償却費 184,934 218,387

減損損失 14,810 －

のれん償却額 42,871 5,743

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,585 4,582

賞与引当金の増減額（△は減少） △70,023 △74,029

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,353 38,555

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △286,890 －

受取利息及び受取配当金 △3,957 △2,977

支払利息 23,237 21,881

受取保険金 △271,896 －

投資有価証券売却損益（△は益） △645 △202

固定資産売却損益（△は益） △108,971 －

固定資産処分損益（△は益） 49,351 38,561

会員権評価損 － 289

社債発行費償却 － 848

売上債権の増減額（△は増加） △277,115 △267,576

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,562 5,997

仕入債務の増減額（△は減少） △2,533 4,221

前受金の増減額（△は減少） 868,170 848,848

未払消費税等の増減額（△は減少） △59,738 △26,819

預り保証金の増減額（△は減少） △13,512 6,077

その他の資産の増減額（△は増加） △52,650 33,810

その他の負債の増減額（△は減少） △223,821 △191,409

小計 874,466 813,932

利息及び配当金の受取額 2,422 8,686

利息の支払額 △24,919 △22,991

保険金の受取額 271,896 －

法人税等の支払額 △489,744 △411,360

営業活動によるキャッシュ・フロー 634,121 388,267



（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △112,063 －

投資有価証券購入の為の預け金支出 △1,376 －

投資有価証券の売却による収入 106,893 440

有形固定資産の取得による支出 △331,352 △189,092

有形固定資産の売却による収入 535,125 －

無形固定資産の取得による支出 △164,857 △28,090

固定資産の除却による支出 △17,908 △14,442

差入保証金の差入による支出 △87,449 △88,127

差入保証金の回収による収入 28,676 17,768

貸付けによる支出 △250 △8,000

貸付金の回収による収入 1,926 4,317

その他の支出 △1,490 △215

その他の収入 86,410 －

定期預金の増減額（△は増加） △210 100,109

投資活動によるキャッシュ・フロー 42,072 △205,332

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） △550,000 △617,800

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △217,140 △148,390

社債の発行による収入 － 878,629

社債の償還による支出 △45,000 －

リース債務の返済による支出 △7,307 △29,108

自己株式の取得による支出 △24 －

配当金の支払額 △152,333 △138,605

財務活動によるキャッシュ・フロー △971,804 44,726

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △295,610 227,661

現金及び現金同等物の期首残高 585,711 367,275

現金及び現金同等物の四半期末残高 290,101 594,937



 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第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） 

 学習塾部門の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

 前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

 前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第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） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

当社は平成21年８月６日開催の取締役会において、自己株式を消却することを決議し、次のとおり自己株式を

消却いたしました。これにより、利益剰余金及び自己株式がそれぞれ598,872千円減少しております。  

  消却した株式の種類 当社普通株式 

  消却した株式の総数 741,064株 

  消却日       平成21年８月６日 

  

（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〕

〔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



（１）生産及び受注の状況 

   該当事項はありません。 

  

（２）部門別販売実績 

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

   ２．生徒数は、期中平均の在籍人数を記載しております。 

   ３．( ）内は学習塾部門の内数を表しております。また、構成比は、販売実績(売上高)全体に対するものであ

ります。 

        

６．その他の情報

事業の 

部門別・品目 

  

  

 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） 

  

比較増減 

生徒数 

（人）  

金額 

（千円）  

構成比 

（％） 

生徒数 

（人） 

金額 

（千円）  

構成比 

（％）  

 金額 

 （千円） 

学習塾部門   27,204   8,006,576     99.0    26,524   7,854,966     99.0   △151,609

小学部  （ ）13,222 （ ）3,991,787 （ ）49.4 （ ）12,714 （ ）3,941,033 （ ）49.7 （ ）△50,754

中学部 （ ）11,338 （ ）3,157,817 （ ）39.0 （ ）11,263 （ ）3,158,565 （ ）39.8 （ ）747

高校部等 （ ）2,644 （ ）856,971 （ ）10.6 （ ）2,547  （ ）755,368 （ ）9.5 （ ）△101,603

不動産賃貸 

部門等 
    ―    84,388     1.0     ―     81,991      1.0     △2,397

合計   27,204   8,090,964   100.0    26,524   7,936,957    100.0   △154,006
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