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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年11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2月期第3四半期 10,519 ― 799 ― 818 ― 461 ―
21年2月期第3四半期 11,331 ― 1,367 ― 1,391 ― 801 ―

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2月期第3四半期 7.84 7.84
21年2月期第3四半期 12.71 12.70

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2月期第3四半期 8,960 7,653 85.4 130.01
21年2月期 9,711 7,536 77.6 128.11

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  7,653百万円 21年2月期  7,536百万円

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2月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年2月期 ― 3.00 ―
22年2月期 

（予想）
3.00 6.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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 14,754 △5.6 1,500 △25.7 1,523 △25.8 850 △27.9 14.45
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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  無  

(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） 

（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) 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2月期第3四半期 65,269,500株 21年2月期  65,269,500株
② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  6,401,274株 21年2月期  6,439,880株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第3四半期 58,843,352株 21年2月期第3四半期 63,539,475株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で得られた情報に基づき判断した見通しであり、不確定要素を含んでおります。従
いまして、実際の業績は、状況の変化によって予想数値と異なる場合があります。 
2．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い、四半期財務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、世界的金融危機に端を発した世界経済は雇用が悪化するなど引き続き

深刻な状況にある中、企業収益は大幅な減収が続いているものの、アジアを中心に輸出は増加するなど一部で景気は持ち

直し傾向が続いています。一方、失業率は高水準にあるなど雇用情勢は極めて厳しく、経済対策の効果で消費マインドは

持ち直しているものの個人消費は依然として低迷する厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況のもとで、当社は、個別指導塾だから出来る生徒一人ひとりにきめ細やかなサービスと更なるクオリテ

ィの向上に努め、「生徒第一主義」の徹底と「顧客満足度の向上」を不断に心掛けることによって、他塾との差別化をよ

り明確にし、個別指導塾業界のトップ企業を目指しております。 

売上高につきましては、同業間での生徒獲得競争は激しさを増しており、新規入会者の獲得並びに既存生徒の退会抑制

に努めて参りましたが、月末生徒数は前年を下回る状況で推移致しました。 

なお、学習環境の整備ならびに学習塾としてのクオリティ維持・向上を目的として、入会時及び学年更新時において年

間費用を一括納入いただいておりました「設備費」について、当期から毎月払いにてお納めいただくよう改定を致してお

ります。ＣＳの観点を重視し、顧客へよりわかりやすい納入方法・ご負担方法へと変更するものであります。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は１０,５１９百万円となりました。 

損益面におきましては、業務効率の向上及び積極的なコスト削減に取り組んだ結果、営業利益は７９９百万円、経常利

益は８１８百万円、四半期純利益４６１百万円となりました。 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

〔資 産〕 

資産合計は 8,960 百万円（前事業年度末比 750 百万円減少）となりました。 

これは主に、２教室の新規開校費用の支払い及び法人税、配当金の支払い等をおこなったことにより現金及び預金

が減少したことによるものであります。 

〔負 債〕 

負債合計は 1,307 百万円（前事業年度末比 867 百万円減少）となりました。 

これは主に、借入金を約定により返済したため１年内返済予定の長期借入金が減少し、さらに未払法人税等が減少

したことによるものであります。 

〔純資産〕 

純資産合計は 7,653 百万円（前事業年度末比 117 百万円増加）となりました。 

これは、四半期純利益を計上したことや剰余金の配当などによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という｡）は、営業利益（税引前四半期純利益 813

百万円）を計上しておりますが、法人税等及び配当金の支払い、約定返済による長期借入金の返済等により、前事業

年度末に比べて 734 百万円減少し、5,850 百万円となりました。 

また当第３四半期会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は、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〕 

当第３四半期累計期間における営業活動の結果使用した資金は 115 百万円となりました。 

これは主に、第３四半期までの営業利益が計上されたものの、法人税等の支払いをおこなっ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〕 

当第３四半期累計期間における投資活動の結果使用した資金は 119 百万円となりました。 

これは主に、９月新規開校２校などの有形固定資産の取得、敷金保証金の差入れ、社内利用ソフトウエアの取得

を行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〕 

当第３四半期累計期間における財務活動の結果使用した資金は 499 百万円となりました。 

これは主に、配当金の支払い及び長期借入金の約定返済をおこなったことによるものであります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年 2月期の業績予想につきましては、平成 21 年 10 月 9 日付「平成 22 年 2月期第 2四半期決算短信（非連結）」

を発表いたしましたとおりとなっております。 

 

 

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 

当第３四半期累計期間（自 平成 21 年 3 月 1日 至 平成 21 年 11 月 30 日） 

記載すべき重要な事項はありません。 

 

（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 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従

い、四半期財務諸表を作成しております。 

 

（３）追加情報 

当第３四半期累計期間（自 平成 21 年 3 月 1日 至 平成 21 年 11 月 30 日） 

設備費売上高は、教室の設備投資について顧客にご負担していただいている金額に係る売上高であり、従来、入

会時及び学年更新時に年間設備費として顧客に一括してご負担していただいていたため、年間設備費売上を入会時

及び学年更新時に一括計上しておりましたが、平成 21 年 3月より生徒の在籍期間に応じて毎月ご負担していただ

く方法に変更したことに伴い、当期より月額設備費売上を月次で売上計上する方法に変更いたしました。 
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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３四半期会計期間末 
前事業年度末に係る 

要約貸借対照表  

(平成２１年１１月３０日) (平成２1年２月２８日) 

資産の部    

 流動資産   

現金及び預金  6,350,128 7,084,521 

営業未収入金 144,583 241,937 

たな卸資産 8,862 5,919 

その他 456,297 376,323 

貸倒引当金 △19,988 △15,286 

流動資産合計 6,939,883 7,693,414 

 固定資産  

有形固定資産  272,082 306,859 

無形固定資産 150,188 115,198 

投資その他の資産  

 敷金及び保証金  1,470,355 1,455,127 

 その他 128,151 140,567 

 投資その他の資産合計 1,598,507 1,595,694 

 固定資産合計 2,020,778 2,017,752 

資産合計 8,960,661 9,711,167 
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（単位：千円） 

当第３四半期会計期間末 
前事業年度末に係る 

要約貸借対照表  

(平成２１年１１月３０日) (平成２1年２月２８日) 

負債の部   

 流動負債 

 買掛金 15,627 22,593 

 1 年内返済予定の長期借入金 ― 175,000 

 未払法人税等 ― 303,148 

 賞与引当金 116,895 124,133 

 その他 1,164,459 1,545,226 

 流動負債合計 1,296,981 2,170,101 

 固定負債  

 リース債務 7,576 ― 

 その他 2,525 4,508 

 固定負債合計 10,102 4,508 

 負債合計 1,307,083 2,174,610 

純資産の部   

 株主資本   

 資本金 642,157 642,157 

 資本剰余金  1,235,371 1,233,213 

 利益剰余金 6,872,230 6,763,979 

 自己株式 △1,096,181 △1,102,794 

 株主資本合計 7,653,577 7,536,556 

 純資産合計 7,653,577 7,536,556 

負債純資産合計 8,960,661 9,711,167 
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（２）四半期損益計算書 

(第 3 四半期累計期間) 
（単位：千円） 

 当第３四半期累計期間 

 
（自 平成 21 年３月１日 

至 平成 21 年 11 月 30 日） 

売上高 10,519,839

売上原価 6,367,696

売上総利益 4,152,143

販売費及び一般管理費 3,353,002

営業利益 799,140

営業外収益 

受取利息及び配当金 18,951

その他 1,365

営業外収益合計 20,317

営業外費用 

支払利息 790

営業外費用合計 790

経常利益 818,667

特別利益 

償却債権取立益 1,092

その他 1

特別利益合計 1,094

特別損失 

固定資産除却損 3,302

投資有価証券評価損 3,124

特別損失合計 6,426

税引前四半期純利益 813,335

法人税、住民税及び事業税 302,161

法人税等調整額 49,830

法人税等合計 351,991

四半期純利益 461,344
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(第 3 四半期会計期間) 
（単位：千円） 

 当第３四半期会計期間 

 
（自 平成 21 年９月１日 

至 平成 21 年 11 月 30 日） 

売上高 3,324,685

売上原価 2,155,793

売上総利益 1,168,892

販売費及び一般管理費 844,541

営業利益 324,350

営業外収益 

受取利息及び配当金 4,372

その他 92

営業外収益合計 4,465

営業外費用 

支払利息 54

営業外費用合計 54

経常利益 328,761

特別利益 

償却債権取立益 165

特別利益合計 165

税引前四半期純利益 328,926

法人税、住民税及び事業税 146,366

法人税等調整額 △5,701

法人税等合計 140,665

四半期純利益 188,261
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 当第３四半期累計期間 

 
（自 平成 21 年３月１日 

至 平成 21 年 11 月 30 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 813,335 

減価償却費 73,899 

長期前払費用償却額 6,882 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,702 

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,238 

受取利息及び受取配当金 △18,951 

支払利息 790 

固定資産除却損 3,302 

投資有価証券評価損益（△は益） 3,124 

売上債権の増減額（△は増加） 97,353 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,942 

その他流動資産の増減額（△は増加） △9,989 

仕入債務の増減額（△は減少） △6,965 

前受金の増減額（△は減少） △401 

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,991 

未収消費税等の増減額（△は減少） 5,022 

その他流動負債の増減額（△は減少） △360,676 

 小計 585,254 

利息及び配当金の受取額 14,594 

利息の支払額 △614 

法人税等の還付額 21,061 

法人税等の支払額 △736,070 

営業活動によるキャッシュ・フロー                 △115,774 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 貸付けによる支出 △3,000,000 

 貸付金の回収による収入 3,000,000 

 有形固定資産の取得による支出 △35,363 

 有形固定資産の除却による支出 △1,737 

 無形固定資産の取得による支出 △56,250 

 敷金及び保証金の差入による支出 △22,829 

 敷金及び保証金の回収による収入 5,884 

 長期前払費用の取得による支出 △8,732 

 その他 △262 

投資活動によるキャッシュ・フロー                 △119,290 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △175,000 

リース債務の返済による支出 △1,639 

自己株式の処分による収入 8,784 

自己株式の取得による支出 △14 

配当金の支払額 △331,457 

財務活動によるキャッシュ・フロー △499,327 

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) △734,392 

現金及び現金同等物の期首残高 6,584,521 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,850,128 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い、四半期財

務諸表を作成しております。 

  

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 
 

（１）四半期損益計算書 

 

 

前第 3四半期会計期間 

(自 平成２０年 ３月 １日 

至 平成２０年１１月３０日) 

区分 金 額（千円） 
百分比 

（％） 
 

Ⅰ  売上高  11,331,639 100.0  

Ⅱ  売上原価  6,502,539 57.4  

売上総利益  4,829,099 42.6  

Ⅲ  販売費及び一般管理費  3,461,506 30.5  

 営業利益  1,367,593 12.1  

Ⅳ 営業外収益  30,191 0.3  

Ⅴ 営業外費用  6,706 0.1  

 経常利益  1,391,078 12.3  

Ⅵ 特別利益  5,955 0.1  

Ⅶ 特別損失  12,341 0.2  

税引前四半期純利益  1,384,692 12.2  

税金費用  583,282 5.1  

四半期純利益  801,409 7.1  
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（２）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前第 3四半期会計期間 

(自 平成２０年 ３月 １日 

至 平成２０年１１月３０日) 

      

区分 
金 額（千円）  

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税引前四半期純利益 1,384,692  

 減価償却費 61,101  

長期前払費用償却 7,855  

 貸倒引当金の増減額（減少は△） △11,531  

 賞与引当金の増減額（減少は△） △12,577  

 受取利息及び受取配当金 △28,631  

 支払利息 3,403  

 自己株式取得に伴う支払手数料 3,228  

 固定資産除却損 5,190  

投資有価証券評価損益（△は益） 7,150  

 売上債権の増減額（増加は△） 133,278  

 たな卸資産の増減額（増加は△） △1,240  

 その他流動資産の増減額（増加は△） △6,625  

 仕入債務の増減額（減少は△） 7,570  

 前受金の増減額（減少は△） △42,898  

 未払消費税等の増減額（減少は△） △61,244  

 その他流動負債の増減額（減少は△） △175,037  

    小      計 1,273,684  

 利息及び配当金の受取額 19,540  

 利息の支払額 △3,169  

 法人税等の還付額 7,622  

 法人税等の支払額 △1,042,378  

営業活動によるキャッシュ・フロー                 255,298  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 貸付金の貸付による支出 △6,000,000  

 貸付金の返還による収入 3,000,000  

 有形固定資産の取得による支出 △43,728  

 無形固定資産の取得による支出 △27,750  

 敷金及び保証金の差入による支出 △38,535  

 敷金及び保証金の返還による収入 1,691  

 長期前払費用の増加による支出 △2,886  

 その他投資の取得による支出 △262  

投資活動によるキャッシュ・フロー                 △3,111,470  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入金の返済による支出 △247,500  

自己株式の処分による収入 2,200  

自己株式の取得による支出 △672,067  

配当金の支払額 △492,162  

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,409,529  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少は△) △4,265,701  

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 6,965,635  

Ⅵ 現金及び現金同等物四半期末残高 2,699,933  
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６．その他の情報 

販売の状況 

 
[品目別売上高明細表] 

当四半期 

 (平成２２年２月期 

第３四半期) 

（参考）前期 

(平成２１年２月期) 
 

 

生徒数 金    額 構成比 生徒数 金    額 構成比    

 人 千円 ％ 人 千円 ％  

小 学 生 3,375 1,380,173 13.1 3,884 2,233,969 14.3  

中 学 生 10,352 4,476,414 42.6 10,836 6,621,806 42.4  

高 校 生 10,864 4,663,251 44.3 11,006 6,768,124 43.3  

合 計 24,591 10,519,839 100.0 25,726 15,623,901 100.0  

（注）1．生徒数は、期中平均の在籍人数を記載しております。 

    2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 




