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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 20,117 △2.8 1,944 18.8 2,009 26.3 1,058 ―
21年3月期第2四半期 20,697 ― 1,637 ― 1,590 ― 40 ―

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 56.15 ―
21年3月期第2四半期 2.16 ―

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 28,557 9,096 31.8 481.90
21年3月期 28,023 8,131 29.0 430.56

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,082百万円 21年3月期  8,114百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ― 6.00
22年3月期 

（予想） ― 6.00 12.00

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 40,420 △2.1 3,150 7.7 3,060 24.3 1,000 ― 53.06
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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、５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のご利用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 18,873,024株 21年3月期  18,873,024株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  26,592株 21年3月期  26,460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 18,846,476株 21年3月期第2四半期 18,846,624株
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 当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）におけるわが国の経済は、輸出や生

産に持ち直しの動きが見られるものの、依然として雇用情勢の悪化が続くなど、先行き不透明な状態で推移しまし

た。 

 一方で、当教育サービス業界は、ハイレベルな学習指導への需要の高まり、教育行政の改革の流れを受けて、マ

ーケットの一層の拡大が期待される状況にあります。さらに、本年８月に行われた衆議院議員総選挙での文教政

策・育児支援を巡る議論、９月に発足した民主党政権の「子ども手当」の導入検討を始めとする政策は、広く教育

及び教育サービスに対する国民的な関心の高まりにつながっており、当社といたしましても、これらに携わる責任

を改めて強く認識しているところであります。 

 こうした環境のもとで、当社グループは『教育事業』（学習塾「栄光ゼミナール」等）及び『教育ソリューショ

ン事業』（学校、学習塾等の教育機関に対する総合支援事業）の拡充に努めるとともに、グループ経営の効率化を

加速してまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３

月31日まで）に行った不採算事業の再編・分離等により、売上高は20,117百万円（前年同期比2.8％減）となりまし

た。他方、上記の効率化等が奏功して営業利益は1,944百万円（同18.8％増）、経常利益は2,009百万円（同26.3％

増）となりました。さらに、四半期純利益につきましては、貸倒引当金の戻入れが生じたことなどもあって、1,058

百万円（前年同期実績40百万円）と大幅な増益となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 〔教育事業〕 

 教育事業の学習塾部門（「栄光ゼミナール」等）におきましては、当第２四半期連結累計期間には15校を開設

（新規併設７校を含む）するとともに、出校エリアの 適化に伴い12校を統廃合したことにより、合計で379校体

制（併設61校を含む）となりました。また、毎年夏に開催している学力向上イベント「栄光の森」では、志望校

や指導形態ごとに細かく会場を設定するなどカリキュラムの一層の充実を図り、参加者は約9,700名に達しまし

た。 

 当第２四半期連結累計期間のセグメントの業績は、期中平均生徒数は68,384名（前年同期比0.4％減）と前年同

期程度にとどまりましたが、生徒１人当たりの単価の上昇等が貢献し、売上高は15,520百万円（同0.3％増）とな

りました。さらに、営業利益はコストの抑制が進み、2,796百万円（同2.2％増）と増収増益を達成することがで

きました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間に実施した教室の新設・新規併設・統廃合及びブランド展開の状況は以下の

とおりであります。 

 《新設・新規併設・統廃校》 

 新 設 校  五反田校、大塚校、方南町校、ビザビ富士見台校（以上、東京都） 

 ビザビららぽーと横浜校（神奈川県） 

 土呂校、新所沢校（以上、埼玉県） 西院駅前校（京都府） 

 新規併設校  ビザビ目黒校、ビザビ成城学園校、ビザビ大泉学園校、エクタス吉祥寺校（以上、東京都） 

 ビザビ草加校、ビザビ蕨校、ビザビ所沢校（以上、埼玉県） 

 統 廃 校  高輪台校、ナビオ桜新町校、ビザビ白金台校（以上、東京都） 

 浦安校（千葉県） 西多賀校（宮城県） 

 西院校、外大前校（以上、京都府） 

 篠路校、清田校、啓明校、ビザビ手稲前田校、ビザビ元町校（以上、北海道） 

 《ブランド展開の状況》 

 （平成21年９月30日現在 教室数には併設校を含む） 

 （注）「栄光ゼミナール」は主に小中学生を対象とする進学指導塾、「ナビオ」は現役高校生を対象とする

学習塾、「ビザビ」は個別指導専門塾であります。また、「エクタス」は難関中学受験指導を専門に

行う「栄光ゼミナール」の教室であります。 

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

栄光ゼミナール ナビオ ビザビ 合計 

304 校  28 校 47 校 379 校 
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 〔教育ソリューション事業〕 

 教育ソリューション事業におきましては、学習塾用教材・テストの販売を行う教育コンテンツ部門を核に、私

学の生徒募集活動を支援する募集広告部門「スクールネットワーク」、教職員の派遣・紹介部門「イー・スタッ

フ」ほかの部門が連携を深めることにより、ソリューションの強化を推進しております。当第２四半期連結累計

期間のセグメントの業績は、教育コンテンツ部門及び募集広告部門が堅調に推移したことなどにより、売上高は

2,699百万円（前年同期比3.1％増）、営業利益はコストの抑制が進み349百万円（同16.8％増）と増収増益を達成

することができました。 

  

 〔その他事業〕 

 その他事業におきましては、前連結会計年度に飲食部門の店舗の閉鎖、介護サービス部門及び文化事業部門の

撤退等を行いました。こうした事業の全面的な見直しの進展により、当第２四半期連結累計期間のセグメントの

業績は、売上高は1,896百万円（前年同期比27.4％減）となりましたが、営業損失は132百万円（前年同期356百万

円の営業損失）に改善いたしました。 

  

（１）財政状態の分析 

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態については、資産の額は前連結会計年度末に比べ533百万円増加し、

28,557百万円（前期末比1.9％増）となりました。これは主に、売掛債権の回収等が季節的要因により減少しま

したが、現金及び預金が増加したことによるものであります。 

 負債の額は、前連結会計年度末に比べ、431百万円減少し、19,461百万円（同2.2％減）となりました。これ

は主に、買掛債務の支払いによるものであります。 

 純資産の額は、前連結会計年度末に比べ、964百万円増加し、9,096百万円（同11.9％増）となりました。こ

れは主に、四半期純利益が1,058百万円計上されたことによるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,975百万円増加し、

3,283百万円となりました。 

 当第２四半期連結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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加及び法人税等の還付等により、

2,174百万円の収入（前年同期比48.7％増）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、有形固定資産の取得等により、388百万円の支出（前年同期62百万

円の収入）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、借入金の増加等により、189百万円の収入（同1,524百万円の支

出）となりました。 

  

 当第２四半期累計期間の業績は、事業活動による成果が概ね計画どおりに推移したことに加えて、貸倒引当金の

戻入れ等もあり、期首の予想（平成21年５月15日に発表）を大きく上回る増益となりました。しかしながら、平成

22年３月期通期の業績につきましては、事業活動の進捗等から判断し、期首の予想を変更いたしません。引き続

き、目標の達成に全力で取り組んでまいります。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、さまざまな不

確定要素や今後の内外情勢の変化等により、実際の業績とは異なる場合があります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ② たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

 ③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

 ④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等

の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

   （追加情報） 

  役員退職慰労引当金  

   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を、役員退職慰労引当金として計上しており

ましたが、平成21年開催の株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給することと

いたしました。 

     これに伴い、役員退職慰労引当金を全額取崩しております。 

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 4,865,122 2,871,960

受取手形及び売掛金 1,273,903 2,606,844

有価証券 6,111 13,247

商品及び製品 612,070 838,196

仕掛品 178,426 106,586

原材料及び貯蔵品 111,520 92,073

販売用不動産 77,540 77,540

その他 1,948,560 2,003,581

貸倒引当金 △132,200 △55,085

流動資産合計 8,941,054 8,554,945

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,791,331 10,522,493

減価償却累計額 △4,565,178 △4,428,454

建物及び構築物（純額） 6,226,153 6,094,039

土地 3,968,319 3,889,400

その他 2,471,998 2,488,663

減価償却累計額 △1,762,160 △1,742,403

その他（純額） 709,838 746,260

有形固定資産合計 10,904,311 10,729,700

無形固定資産   

のれん 514 685

その他 903,482 815,203

無形固定資産合計 903,997 815,889

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,740,341 3,857,644

その他 4,540,681 5,028,722

貸倒引当金 △472,858 △963,121

投資その他の資産合計 7,808,164 7,923,246

固定資産合計 19,616,473 19,468,836

資産合計 28,557,528 28,023,782
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 911,637 1,497,494

短期借入金 11,932,748 9,676,005

1年内償還予定の社債 209,200 209,200

未払法人税等 516,219 311,209

返品調整引当金 7,188 16,000

その他 2,929,872 2,943,566

流動負債合計 16,506,865 14,653,476

固定負債   

社債 250,000 354,600

長期借入金 1,261,454 2,994,769

退職給付引当金 1,320,770 1,310,434

役員退職慰労引当金 － 447,171

その他 122,226 131,912

固定負債合計 2,954,450 5,238,887

負債合計 19,461,316 19,892,363

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,692,711 1,692,711

資本剰余金 2,527,782 2,527,782

利益剰余金 4,971,084 4,025,864

自己株式 △6,761 △6,722

株主資本合計 9,184,815 8,239,634

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △102,686 △124,923

評価・換算差額等合計 △102,686 △124,923

少数株主持分 14,082 16,707

純資産合計 9,096,211 8,131,418

負債純資産合計 28,557,528 28,023,782
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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 20,697,991 20,117,080

売上原価 14,543,261 13,645,089

売上総利益 6,154,730 6,471,990

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,307,598 1,409,966

退職給付費用 20,946 27,758

役員退職慰労引当金繰入額 75,630 20,383

貸倒引当金繰入額 7,178 －

その他 3,106,209 3,069,452

販売費及び一般管理費合計 4,517,563 4,527,560

営業利益 1,637,167 1,944,430

営業外収益   

受取利息 19,755 5,406

受取配当金 15,015 14,453

投資事業組合運用益 － 129,610

投資有価証券売却益 22,509 －

その他 30,872 27,915

営業外収益合計 88,151 177,386

営業外費用   

支払利息 103,422 83,787

その他 31,092 28,433

営業外費用合計 134,514 112,221

経常利益 1,590,803 2,009,595

特別利益   

固定資産売却益 1,094 2,805

貸倒引当金戻入額 － 309,026

受取解約違約金 200,000 －

その他 52,885 52,308

特別利益合計 253,979 364,140

特別損失   

固定資産売却損 11 210

固定資産除却損 － 118,486

投資有価証券評価損 416,958 45,699

役員退職功労金 228,157 232,220

減損損失 177,477 78,622

その他 213,693 60,564

特別損失合計 1,036,298 535,803

税金等調整前四半期純利益 808,484 1,837,932

法人税、住民税及び事業税 242,909 526,849

法人税等調整額 526,336 255,409

法人税等合計 769,245 782,258

少数株主損失（△） △1,472 △2,625

四半期純利益 40,711 1,058,299
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（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 11,635,629 11,163,140

売上原価 7,592,971 7,051,264

売上総利益 4,042,658 4,111,876

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 630,348 689,843

退職給付費用 10,598 13,773

役員退職慰労引当金繰入額 9,458 －

貸倒引当金繰入額 5,936 －

その他 1,507,517 1,434,674

販売費及び一般管理費合計 2,163,860 2,138,291

営業利益 1,878,797 1,973,585

営業外収益   

受取利息 10,455 2,284

受取配当金 2,774 2,456

還付加算金 － 7,308

その他 15,402 12,476

営業外収益合計 28,631 24,525

営業外費用   

支払利息 50,419 41,748

投資有価証券売却損 5,534 291

自己株式取得費用 － 17,370

その他 11,259 5,168

営業外費用合計 67,213 64,578

経常利益 1,840,216 1,933,532

特別利益   

固定資産売却益 1,094 182

貸倒引当金戻入額 － 227,646

受取解約違約金 200,000 －

その他 27,349 54,098

特別利益合計 228,443 281,927

特別損失   

固定資産売却損 11 50

固定資産除却損 － 40,729

投資有価証券評価損 294,253 25,540

減損損失 177,477 41,007

その他 78,365 15,476

特別損失合計 550,108 122,804

税金等調整前四半期純利益 1,518,551 2,092,654

法人税、住民税及び事業税 150,768 470,593

法人税等調整額 866,123 311,441

法人税等合計 1,016,891 782,035

少数株主利益 1,123 1,318

四半期純利益 500,536 1,309,300
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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 808,484 1,837,932

減価償却費 580,037 521,816

減損損失 177,477 78,622

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,603 △413,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △403,764 △447,171

受取利息及び受取配当金 △34,770 △19,860

支払利息 103,422 83,787

受取解約違約金 △200,000 －

投資有価証券売却損益（△は益） △22,509 561

投資有価証券評価損益（△は益） 416,958 45,699

投資事業組合運用損益（△は益） － △129,610

売上債権の増減額（△は増加） 1,176,808 1,355,381

たな卸資産の増減額（△は増加） 297,341 134,839

仕入債務の増減額（△は減少） △707,078 △585,857

その他 △59,133 △226,300

小計 2,129,670 2,236,694

解約違約金の受取額 200,000 －

法人税等の支払額 △867,050 △317,631

法人税等の還付額 － 255,259

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,462,619 2,174,321

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △441,045 △653,622

有形固定資産の売却による収入 12,714 22,528

投資有価証券の取得による支出 △19,949 △75,961

投資有価証券の売却による収入 194,657 102,135

貸付金の回収による収入 246,315 16,763

利息及び配当金の受取額 21,859 20,337

その他 47,457 179,176

投資活動によるキャッシュ・フロー 62,009 △388,643

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） － 1,740,000

長期借入金の返済による支出 △1,153,566 △1,216,572

社債の償還による支出 △104,600 △104,600

自己株式の取得による支出 △80 △39

配当金の支払額 △113,359 △116,448

利息の支払額 △117,635 △84,806

その他 △34,964 △28,506

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,524,205 189,027

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,647 343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,224 1,975,049

現金及び現金同等物の期首残高 1,195,141 1,308,855

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,193,917 3,283,905

㈱栄光（9789）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

－ 10 －



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで） 

当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで） 

  

前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで） 

当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで） 

 （注）１．事業区分は、サービス及び製品の種類・性質の類似性等を考慮し行っております。 

２．各事業の内容は次のとおりであります。 

（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） 

教育ソリュー
ション事業 
（千円） 

その他事業
（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 8,979,098 1,298,828 1,357,702 11,635,629 － 11,635,629

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2,079 486,090 255,726 743,896 (743,896) － 

計 8,981,178 1,784,918 1,613,428 12,379,525 (743,896) 11,635,629

  営業利益又は営業損失(△) 2,264,237 158,058 △142,059 2,280,236 (401,438) 1,878,797

  教育事業 
（千円） 

教育ソリュー
ション事業 
（千円） 

その他事業
（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  8,904,064  1,285,668 973,408  11,163,140 － 11,163,140

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
8,376 419,148 252,265 679,790 (679,790) － 

計 8,912,440 1,704,816 1,225,674 11,842,930 (679,790) 11,163,140

  営業利益又は営業損失(△) 2,318,234 167,471 △57,571 2,428,135 (454,549) 1,973,585

  教育事業 
（千円） 

教育ソリュー
ション事業 
（千円） 

その他事業
（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 15,466,879 2,617,444 2,613,667 20,697,991 － 20,697,991

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
6,927 1,001,867 637,872 1,646,667 (1,646,667) － 

計 15,473,806 3,619,312 3,251,540 22,344,659 (1,646,667) 20,697,991

  営業利益又は営業損失(△) 2,736,428 299,109 △356,338 2,679,198 (1,042,031) 1,637,167

  教育事業 
（千円） 

教育ソリュー
ション事業 
（千円） 

その他事業
（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 15,520,345 2,699,826 1,896,908 20,117,080 － 20,117,080

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
18,516 910,612 665,600 1,594,728 (1,594,728) － 

計 15,538,861 3,610,438 2,562,508 21,711,808 (1,594,728) 20,117,080

  営業利益又は営業損失(△) 2,796,242 349,378 △132,484 3,013,136 (1,068,706) 1,944,430

事業区分 主な事業内容 

 教育事業  学習塾経営、専門教育事業、カルチャーセンターの経営、保育事業ほか 

 教育ソリューション事業  学習塾用教材の製作・販売、事務用機器の販売、広告代理業、人材派遣ほか 

 その他事業  ホテル経営、雑誌・一般書籍の出版・販売、印刷ほか 

㈱栄光（9789）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

－ 11 －



 前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結会計期間

（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）並びに前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）において、

当社及び連結子会社の事業はすべて国内で行われており、該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結会計期間

（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）並びに前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）において、

海外売上高がないため該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象） 

 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの実施 

 当社は、資本効率の改善及びＲＯＥの向上を図るために、平成21年８月17日及び平成21年９月11日開催の取締

役会の決議により、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第165条第３項の規定により読み

替えて適用される同法第156条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法と

して自己株式の公開買付けを行いました。 

  

  自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの概要  

  （１）取得した株式の種類    当社普通株式 

  （２）取得した株式の総数    4,724,668株 

  （３）株式の取得価額の総額   1,960,737,220円 

   （４）取得期間         平成21年８月18日から平成21年10月５日まで 

   （５）決済開始日        平成21年10月13日 

〔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

６．その他の情報
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