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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 12,312 △1.8 756 △31.0 734 △31.9 385 △61.1
21年3月期第3四半期 12,538 ― 1,095 ― 1,079 ― 989 ―

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3四半期 55.53 ―
21年3月期第3四半期 129.94 ―

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3四半期 10,217 4,338 42.4 625.18
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3四半期  4,335百万円 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 6,934,976株 21年3月期第3四半期 7,673,532株



 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府による大規模な経済対策の効果が期待されつつも、雇用

や所得環境は依然として改善の兆しが見えず、厳しい状況の中で推移いたしました。 

当業界におきましても、個人消費の低迷による影響が、入塾時期の先送りや受講サービスの選別といった形で表

われており、集客面での企業間競争は一層激しくなっております。 

 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、引き続き、従業員研

修、本社やブロックからの校舎支援・指導を強化し、進学塾の本質的サービスである授業品質の向上と生徒・保護

者に対する付帯サービスの充実に注力いたしました。 

また、当社におきましては、海外及び当社と集客エリアが異なる地方の進学塾との業務提携等、対外施策を推進

するために「ＷＩＳ（ウィズ）～WasedaAcademy Integrate Society」を立ち上げ、当社が開発した各種社会人向

け研修、新入社員研修ツール、オリジナル教材、指導カリキュラム、模擬試験などの“研修システム”“教務コン

テンツ”を外部提供するための体制を強化いたしました。 

 子会社である株式会社野田学園におきましては、少子化による受験市場の変化に対応した収益構造を構築するた

めに、難関医学部志望者向けの特別講座の新設、医学部志望の高校生を対象とした現役館の設置準備に取り組みま

した。これらの施策により、来期以降、現役高校生の集客力を向上させるとともに、当社高校部（サクセス18）と

のシナジーを発揮し、収益拡大・合格実績伸長を図ってまいります。 

費用面では、広告宣伝物の見直しや校舎運営の適正化推進による人件費の増加抑制、消耗品等の経費圧縮への取

組みを強化し、グループとしての利益創出に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は12,312百万円（前年同期比1.8%減）、営業利益756百万円（前

年同期比31.0％減）、経常利益734百万円（前年同期比31.9％減）、四半期純利益385百万円（前年同期比61.1％

減）となりました。 

  

  （学習塾部門） 

 学習塾部門につきましては、当社グループのブランド力に直結する難関校への合格実績伸長に向け、志望校別特

別講座の拡充、指導カリキュラムのメンテナンス、教務力向上のための各種研修に注力いたしました。集客面で

は、潜在顧客である講習会外部生や学力診断「早稲アカ夢テスト」「全国統一小学生テスト」の一般受験生に対す

る継続的な個別フォローに努めるとともに、集客効果をより高めるために、各種広告宣伝物の全面的な見直しを進

め、宣伝媒体の刷新を図りました。 

 収益の基礎となる塾生数につきましては、受験学年が前年対比で伸びているものの、例年、第３四半期後半に入

塾が増える低学年層で、引き続き出足が鈍い状況が続き、期中平均では27,108人（小学部12,988人、中学部11,505

人、高校部2,615人）と、前年同期を2.6％下回りました。 

 以上の結果、学習塾部門の売上高は12,195百万円（前年同期比1.6％減）となりました。 

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

  

  （不動産賃貸部門等） 

 当部門における不動産賃貸収入は、当社並びに子会社である株式会社野田学園ともに、概ね計画どおり順調に推

移いたしました。他方、株式会社ビーケアの業績につきましては、新規顧客獲得に向けて営業努力を積み重ねてま

いりましたが、厳しい経済環境の中で予定した成果に結びつけることができず、売上高は前年同期を下回る結果と

なりました。また、当社が実施する社会人研修事業につきましても、ほぼ会社計画どおりに推移したものの、前年

同期の水準には至りませんでした。 

以上の結果、当部門の売上高は116百万円（前年同期比19.1％減）となりました。 

  

  

当第３四半期末の総資産は、10,217百万円となり、前連結会計年度末に比べ、1,132百万円増加いたしました。増

加の主な要因は、流動資産890百万円、固定資産221百万円の増加によるものであります。その内訳は、営業未収入

金817百万円、商品及び製品98百万円、その他流動資産64百万円の増加と、繰延税金資産103百万円の減少等であり

ます。その他に、有形固定資産は134百万円、無形固定資産は25百万円、投資その他の資産は61百万円の増加となり

ました。 

当第３四半期末の負債合計は、5,879百万円となり、前連結会計年度末に比べ、893百万円増加いたしました。増

加の主な要因は、固定負債866百万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78百

万円の増加等であります。なお、流動負債は、26百万円増加いたしました。その内訳は、有利子負債391百万円、未

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



払法人税等215百万円の減少、支払手形及び買掛金134百万円、前受金464百万円、リース債務31百万円の増加等であ

ります。 

当第３四半期末の純資産の部は、4,338百万円となり、前連結会計年度末に比べ、238百万円増加いたしました。

その内訳は、四半期純利益385百万円、自己株式598百万円の消却による減少、株式配当額208百万円による利益剰余

金の減少、その他有価証券評価差額金66百万円の増加等であります。その結果、自己資本比率は、前連結会計年度

末の45.0％から42.4％となりました。 

  

（キャッシュ・フローについて） 

当第３四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486百万円となり、前連結会 

計年度末に比べ、119百万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682百万円、減価償却費337百万円、前受金の

増加464百万円、仕入債務の増加134百万円等が増加要因となり、他方、売上債権の増加817百万円、法人税等の支払

額425百万円、賞与引当金の減少168百万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、105百万円収入が減少し、373百万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328百万円、差入保証金の差入純増

額113百万円等が支出要因となり、他方、投資有価証券の売却による収入118百万円、定期預金92百万円の減少等が

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、33百万円支出が増加し、342百万円の

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484百万円、長期借入金の返済額151百万円、配当金の支払額205百万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、311百万円収入が増加し、88百万円の収入となりました。 

   

  

   当第３四半期までの業績につきましては、概ね計画どおりに推移しており、現時点におきましては平成21年10月 

 20日に公表いたしました平成22年３月期通期業績予想に変更はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 491,447 464,374

営業未収入金 1,649,967 832,185

有価証券 8,266 8,256

商品及び製品 135,138 36,894

原材料及び貯蔵品 3,832 3,516

繰延税金資産 131,628 235,398

その他 351,675 287,638

貸倒引当金 △42,151 △29,423

流動資産合計 2,729,804 1,838,840

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,597,117 4,471,047

減価償却累計額 △2,617,962 △2,477,851

建物及び構築物（純額） 1,979,154 1,993,196

土地 2,007,357 2,007,357

リース資産 383,914 227,418

減価償却累計額 △75,376 △26,770

リース資産（純額） 308,538 200,647

建設仮勘定 167,178 117,131

その他 429,152 418,564

減価償却累計額 △321,467 △301,620

その他（純額） 107,685 116,944

有形固定資産合計 4,569,914 4,435,278

無形固定資産   

のれん － 17,231

その他 611,201 568,059

無形固定資産合計 611,201 585,291

投資その他の資産   

投資有価証券 346,206 347,005

長期貸付金 8,428 －

繰延税金資産 218,445 240,203

長期未収入金 135,000 135,000

差入保証金 1,629,848 1,550,372

その他 104,058 106,922

貸倒引当金 △154,800 △153,522

投資その他の資産合計 2,287,187 2,225,981

固定資産合計 7,468,303 7,246,551

繰延資産   

社債発行費 19,493 －

繰延資産合計 19,493 －

資産合計 10,217,602 9,085,392



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 256,146 122,085

短期借入金 950,000 1,434,800

1年内償還予定の社債 180,000 －

1年内返済予定の長期借入金 104,280 190,530

未払費用 627,402 636,280

リース債務 75,581 44,403

未払法人税等 224,707 439,889

前受金 741,380 276,584

賞与引当金 180,861 349,432

その他 623,820 443,322

流動負債合計 3,964,179 3,937,329

固定負債   

社債 720,000 －

長期借入金 612,180 577,890

リース債務 235,134 157,074

退職給付引当金 310,331 280,029

その他 37,638 33,858

固定負債合計 1,915,284 1,048,851

負債合計 5,879,464 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 3,468,508 3,890,341

自己株式 － △598,872

株主資本合計 4,352,066 4,175,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,470 △82,627

評価・換算差額等合計 △16,470 △82,627

少数株主持分 2,541 6,811

純資産合計 4,338,137 4,099,211

負債純資産合計 10,217,602 9,085,392



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,538,095 12,312,069

売上原価 9,165,935 9,184,638

売上総利益 3,372,159 3,127,430

販売費及び一般管理費 2,276,440 2,370,923

営業利益 1,095,718 756,507

営業外収益   

受取利息 4,674 2,122

受取配当金 973 2,483

受取広告掲載料 － 3,619

その他 12,439 8,646

営業外収益合計 18,086 16,871

営業外費用   

支払利息 33,955 32,196

社債発行費償却 － 1,876

その他 457 4,314

営業外費用合計 34,413 38,387

経常利益 1,079,391 734,991

特別利益   

投資有価証券売却益 － 5,353

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 5,353

特別損失   

固定資産処分損 53,119 47,002

のれん償却額 － 8,615

会員権評価損 － 289

弔慰金 33,000 －

その他 46,570 1,706

特別損失合計 132,690 57,614

税金等調整前四半期純利益 1,626,104 682,730

法人税、住民税及び事業税 452,700 221,770

法人税等調整額 186,073 80,141

法人税等合計 638,773 301,911

少数株主損失（△） △1,699 △4,269

四半期純利益 989,030 385,088



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,447,130 4,375,111

売上原価 3,025,467 3,016,225

売上総利益 1,421,662 1,358,885

販売費及び一般管理費 780,452 806,093

営業利益 641,210 552,791

営業外収益   

受取利息 1,290 1,268

受取配当金 400 360

受取広告掲載料 2,109 2,400

その他 2,166 784

営業外収益合計 5,965 4,813

営業外費用   

支払利息 10,718 10,315

社債発行費償却 － 1,028

その他 362 768

営業外費用合計 11,081 12,111

経常利益 636,095 545,493

特別利益   

投資有価証券売却益 － 5,151

貸倒引当金戻入額 348 －

特別利益合計 348 5,151

特別損失   

固定資産処分損 3,768 8,441

投資有価証券評価損 9,173 －

のれん償却額 － 8,615

その他 2,743 －

特別損失合計 15,684 17,057

税金等調整前四半期純利益 620,758 533,587

法人税、住民税及び事業税 210,090 206,600

法人税等調整額 29,317 25,106

法人税等合計 239,407 231,706

少数株主利益 1,723 △1,823

四半期純利益 379,627 303,703



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 1,626,104 682,730

減価償却費 289,962 337,599

減損損失 14,810 －

のれん償却額 63,522 17,231

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,579 14,005

賞与引当金の増減額（△は減少） △170,136 △168,571

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,221 30,302

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 △5,647 △4,605

支払利息 33,955 32,196

受取保険金 △271,896 －

投資有価証券評価損益（△は益） 9,173 －

投資有価証券売却損益（△は益） △645 △7,459

固定資産売却損益（△は益） △108,971 －

固定資産処分損益（△は益） 53,119 47,002

会員権評価損 － 289

社債発行費償却 － 1,876

売上債権の増減額（△は増加） △834,177 △817,782

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,707 △98,560

仕入債務の増減額（△は減少） 122,981 134,060

前受金の増減額（△は減少） 463,783 464,795

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,759 20,467

預り保証金の増減額（△は減少） △13,818 3,780

その他の資産の増減額（△は増加） △39,638 19,455

その他の負債の増減額（△は減少） 102,090 107,113

小計 959,014 815,929

利息及び配当金の受取額 5,824 9,119

利息の支払額 △26,522 △26,164

保険金の受取額 271,896 －

法人税等の支払額 △731,323 △425,860

営業活動によるキャッシュ・フロー 478,888 373,023



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 △143,439 △4,280

投資有価証券購入の為の預け金返還 17,378 －

投資有価証券の売却による収入 107,052 118,563

有形固定資産の取得による支出 △499,287 △282,731

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 △45,312

固定資産の除却による支出 △24,141 △18,449

差入保証金の差入による支出 △158,090 △133,362

差入保証金の回収による収入 34,647 19,685

貸付けによる支出 △250 △99,335

貸付金の回収による収入 2,075 10,666

その他の支出 △1,598 △323

その他の収入 86,410 －

定期預金の増減額（△は増加） △100,118 92,123

投資活動によるキャッシュ・フロー △309,093 △342,755

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） 708,700 △484,800

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 △273,210 △151,960

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 △15,497 △47,257

自己株式の取得による支出 △444,341 －

配当金の支払額 △152,731 △205,673

財務活動によるキャッシュ・フロー △222,080 88,938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,285 119,206

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 533,426 486,482



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年

12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年

12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年

12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 

  

  

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日  

  至 平成21年12月31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    27,844   12,394,198     98.9   27,108   12,195,654      99.0   △198,543

小学部    ( ) 13,591   ( )6,094,172    ( )48.6   ( )12,988    ( ) 6,011,574    ( ) 48.8    ( ) △82,597

中学部   ( )11,558   ( )4,942,410    ( )39.4   ( )11,505    ( ) 4,961,754    ( ) 40.3      ( )19,344

高校部等    ( )2,695   ( )1,357,615    ( )10.9    ( )2,615    ( ) 1,222,324    ( ) 9.9   ( )△135,290

不動産賃貸 

部門等 
   ―     143,896      1.1    ―     116,414      1.0    △27,482

合計    27,844   12,538,095    100.0   27,108   12,312,069    100.0   △226,025
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