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1.  平成23年1月期第1四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年4月30日） 

（注）決算期の変更により対前年同四半期増減率は記載しておりません。なお、22年1月期は決算期変更による変則8か月間（平成21年6月１日から平成22
年1月31日）であり、前同四半期（平成21年6月1日から平成21年8月31日）とは月が相違しております。 

(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 ％

23年1月期第1四半期 2,396 ― 214 ― 204 ― 87 ―

22年1月期第1四半期 1,473 △1.3 △146 ― △121 ― △88 ―

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

23年1月期第1四半期 781.11 ―

22年1月期第1四半期 △790.10 ―

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

23年1月期第1四半期 5,957 1,605 26.5 14,007.94
22年1月期 5,662 1,505 26.3 13,226.84

（参考） 自己資本   23年1月期第1四半期  1,575百万円 22年1月期  1,488百万円

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

22年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年1月期 ―

23年1月期 
（予想）

0.00 ― 50.00 50.00

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
（注）決算期の変更により対前期および対前年同四半期増減率は記載しておりません。なお、22年1月期は決算期変更による変則8か月間（平成21年6月１
日から平成22年1月31日）であり、前同四半期（平成21年6月1日から平成21年8月31日）とは月が相違しております。 

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

第2四半期 
連結累計期間

4,080 ― 238 ― 227 ― 177 ― 1,574.44

通期 7,580 ― 128 ― 78 ― 28 ― 250.00
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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、３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） 

〔（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕 

(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）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
（２）業績予想の前提となる条件等については、３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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年1月期第1四半期 112,500株 22年1月期  112,500株

② 期末自己株式数 23年1月期第1四半期  ―株 22年1月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年1月期第1四半期 112,500株 22年1月期第1四半期 112,500株
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当第１四半期連結累計期間の財務諸表等に関する定性的情報は、以下のとおりであります。また、前
連結会計年度の決算期変更（５月末日から１月末日）に伴い、当第１四半期連結累計期間（２月から４
月まで）と比較対象とする前第１四半期連結累計期間（６月から８月まで）の月が異なるため、本文中
の記載（全般およびセグメント別の業績等）についての前年同期比較を記載しておりません。 

当第１四半期連結累計期間の経済環境は、米国では個人消費が堅実な回復傾向を示し、わが国におい
ても新興国経済の拡大に伴う輸出の急速な回復と政府の経済対策による個人消費の持ち直し傾向による
日本経済の回復基調が一時的に見られました。その後、欧州におけるギリシャの財政問題など第二の金
融危機懸念の影響により、企業収益の本格的な回復には至らず、失業率は高い水準にあり、その結果、
わが国の景気の自律的な回復には至らず、消費者の生活防衛意識は更に強くなってまいりました。  
 このような状況の下、当社グループでは、中期経営計画の各関連事業分野における重点課題解決に取
り組むことで、グループ全体の経営の効率化、体質強化を図り、企業価値の向上を目指してまいりまし
た。 
 特に個人顧客、大学・高専、高等学校等の教育機関、企業などへ「新しいモノづくりと新しい価値創
造によるサービス提供」として顧客視点での製品・サービスの醸成に取り組み、既存製品（出版物、e
ラーニング・紙による教材）・サービス（語学・マネジメント研修、ＩＴ学習環境）の販売促進に努め
てまいりました。 
 営業活動においては、語学学習者・指導者向けのＩＴ環境の整備と提供、教育機関顧客への自習支援
および授業支援等の提供、企業顧客への若手社員から経営幹部向けまでの語学＋αとしたソリューショ
ン別研修の提供、書店・取次業者に対する製品（出版物）の啓蒙活動と書店・販売店など語学書フェア
やキャンペーン等による営業展開を推進してまいりました。 
 このように、経営全般に亘る積極的な諸施策を講じてまいりました結果、連結売上高は2,396百万
円、営業利益は214百万円、経常利益は204百万円、四半期純利益は87百万円となりました。 
 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

［教育事業］ 

当第１四半期連結累計期間における教育事業の主な事業分野である通信教材は既存顧客の継続受講数
と同顧客の紹介等による新規顧客獲得数は堅調に推移してまいりました。また、新規顧客獲得数は語学
教育市場における広告モデルを軸としたＩＴ環境利用の無料コンテンツの台頭、手軽さのある他社提供
の低価格通信教材の出現に加え、社会・経済環境の悪化による個人所得の懸念などの影響を受け、目標
に至っておりません。 
 eラーニング教材では、当社サービス名「アルクネットアカデミー２」のＡＳＰ（インターネットを
経由して、サーバー上のアプリケーションソフトを利用するサービスの意。）環境によるサービスの提
供およびイントラネット（組織内部ネットワークの意。）環境による同システムサーバーの納品は、教
育機関・企業等への販売が堅調に推移してまいりました。これは当社グループ企業である株式会社アル
ク教育社の文教営業・企業営業による顧客ソリューション提案力による結果であります。デジタル事業
分野では、「語学＋マルチメディアコンテンツ」の企画開発およびその提供に注力してまいりました。
これは主に当社が企画制作した製品（出版物・通信教材）の２次的な利用による派生製品であります。
iPhone、iPod touch、アンドロイド携帯など各種携帯端末向けのダウンロード形式によるコンテンツ販
売は好調に推移してまいりました。 
 以上の結果により、売上高は1,274百万円、営業利益は287百万円となりました。  

  

［出版事業］ 

当第１四半期連結累計期間における出版事業では、iPadの販売開始が本年中と発表されるなか、平成
21年出版市場規模の２兆円の割り込み公表（出版科学研究所）もあり厳しい環境となりました。 
 このような環境の下、更なるシリーズヒット作の模索、また出版物＝紙の既成概念を超えデジタル教
材への展開も踏まえた編集企画力の強化に努め、特に語学+αとしてＥＳＰ（専門分野のための英語）シ
リーズの制作に注力してまいりました。出版事業で主な課題となっている、制作原価（紙代・印刷代・
その他付帯コスト）や物流経費の高騰、販売窓口である書店の減少など依然として厳しい環境下にあり
ながらも、Ａｍａｚｏｎ、楽天などのバーチャル書店においては、一般書店一店舗当りの販売高と並ぶ
販売高となるなど目覚しい躍進を遂げております。 
 出版事業を牽引する書店営業部では各書店との信頼関係の強化とキャンペーン等、販売施策の推進に
注力し、教育サービス開発部では、教育機関向け採用品（教材・副教材として）と大学生協向けの商品
企画など販売強化に努めてまいりました。これらの活動により全国的な書店の語学書売場スペースの微
増と、教育機関と特に高等学校など学校採用実績が大幅に増加してまいりました。 
 また、当第１四半期連結累計期間より、出版物（単行本）のうち、返品による在庫の簿価切り下げに
ついての処理方法を変更いたしました。これにより返品高による原価率の増減が顕著に現れることとな
り、前連結会計年度と比較すると売上原価が増加しております。なお、出版事業のうち雑誌については
販売、広告売上ともに引続き厳しい状況となりました。 
 以上の結果により、売上高は715百万円、営業利益は８百万円となりました。  

【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
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［研修事業］ 

当第１四半期連結累計期間における研修事業では、企業部門ではギリシャ問題等、欧州経済環境の悪
化による世界経済の減退とそれによる金融情勢の不安感の浸透、また国内企業の業績の低迷などによる
市場環境への影響がありました。官庁および教育機関部門では政権交代による予算見直しの影響により
既受注案件の延期・凍結がありました。 
 しかしながら、当社グループ企業である株式会社アルク教育社の企業営業が提供する「グローバル人
材を育成する総合ソリューション企業」として語学研修をより実践的なテーマとした国際コミュニケー
ション能力の育成プログラム、企業マネジメント能力強化を融合した研修プログラムの開発等、顧客ソ
リューションを研修効果のある顧客にあった様々なプログラム提供・提案に注力してまいりました。 
 以上の結果により、売上高は406百万円、営業利益は91百万円となりました。 

  

［全社経費］ 

当第１四半期連結累計期間における全社経費については、中期経営計画の重点課題の解決に努め、グ
ループ全体の経営の効率化、体質改善を図り、またコーポレート・ガバナンス体制の確立による経営基
盤の向上推進を行ってまいりました。  
 その結果、173百万円となりました。 
  
（次期の見通し） 
 今後の見通しにつきましては、当社グループを取巻く社会・経済環境は、引続き回復基調の見られな
い経済環境のなか企業業績の低迷とそれに伴う雇用情勢の減退、また消費マインドの冷え込みは強くな
り、依然として厳しい状況が続くものと考えており、当社グループの業績へ極めて厳しい影響があると
予想しております。 
 このような状況のなか、当社グループにおきましては引続き平成21年８月20日にてお知らせした中期
経営計画の重点課題解決に取り組んでまいります。また、当社グループを取巻く潜在的な市場規模は、
金融・経済のグローバル化の進展により、中・長期的にみて引続き拡大傾向にあるものと考えておりま
す。今後は、そういった市場の占有率を高めるべく、各事業セグメントを運営する現場で徹底したマー
ケティング強化と戦略・戦術策定と実行を行ってまいります。またそれによる永続的な収益性の向上と
それによる企業価値の増大を目指してまいります。 

  

（1）資産、負債、純資産の状況 

[流動資産] 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は4,121百万円となり、前連結会計年度末に比べ385百
万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が78百万円の増加、受取手形及び売掛金が402百万
円増加、商品及び製品、仕掛品、貯蔵品などのたな卸資産が124百万円減少したことによるものであり
ます。 

  

[固定資産] 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産は1,836百万円となり、前連結会計年度末に比べ90百
万円減少いたしました。これは主に、有形固定資産が4百万円の減少、無形固定資産が19百万円の減
少、投資その他の資産が66百万円減少したことによるものであります。 

  

[流動負債] 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は3,331百万円となり、前連結会計年度末に比べ150百
万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が65百万円の減少、短期借入金が89百万円の
増加、未払法人税等が60百万円の増加、賞与引当金が41百万円増加したことによるものであります。 

  

２. 連結財政状態に関する定性的情報
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[固定負債] 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債は1,019百万円となり、前連結会計年度末に比べ43百
万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が49百万円増加したことによるものであります。 

  

[純資産] 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は1,605百万円となり、前連結会計年度末に比べ100百万
円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が87百万円の増加、少数株主持分が12百万円増加したこ
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１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）につきまして
は、営業活動により25百万円および投資活動により88百万円の資金を使用したことに対して、財務活動
により135百万円の資金を獲得したことにより、前連結会計年度末と比較して23百万円増加の1,218百万
円となりました。 

  

[営業活動によるキャッシュ・フロー] 

当第１四半期連結累計期間において営業活動により支出した資金は25百万円となりました。その主な
要因は、税金等調整前四半期純利益203百万円を計上し、たな卸資産の減少額が124百万円であったこと
に対して、売上債権が396百万円増加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] 

当第１四半期連結累計期間において投資活動により支出した資金は88百万円となりました。その主な
ものは、定期預金の預入に55百万円および無形固定資産の取得に26百万円の資金を使用したことによる
ものであります。  

  

[財務活動によるキャッシュ・フロー] 

当第１四半期連結累計期間において財務活動により得た資金は135百万円となりました。その主なも
のは、短期借入金および長期借入金の借入と返済の純額が138百万円増加したことによるものでありま
す。 

  

当第１四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、平成22年３月17日付発表の「平成22年１
月期決算短信」に記載した、23年１月期の連結業績予想から変更はありません。 

  

３. 連結業績予想に関する定性的情報

㈱アルク（2496）　平成23年1月期　第１四半期決算短信
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

 
  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

棚卸資産の簿価切下げ方法の変更 

棚卸資産のうち単行本については、従来、一定の回転期間を超えるものについては規則的に帳簿価額
を切下げる方法によっておりましたが、昨今の出版市場の環境変化に鑑み、棚卸資産に係る収益性の低
下の事実をより適切に財政状態および経営成績に反映させるため、当第1四半期連結累計期間より単行
本のうち返品により受入れたものについては、個別に帳簿価額を処分見込価額（ゼロ）まで切下げる方
法によっております。 
 この変更に伴う当第１四半期連結累計期間の損益への影響は売上原価を103,756千円（見積額）増加
させ、売上総利益、営業利益、経常利益、税金当調整前四半期純利益を減少させる結果となっておりま
す。また、セグメント情報へ与える影響については、出版事業の営業費用に同額が影響し、営業利益を
減少させる結果となっております。なお「(5)セグメント情報【事業の種類別セグメント情報】（注）
３」に記載しております。 

  

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

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年２月１日  至  平成22年４月30日)

１  一般債権の貸倒見積高の算定方法  当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率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

の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

２  棚卸資産の評価方法  当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸

を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法

により算出する方法によっております。

３  原価差異の配賦方法  合理的な算定方法による見積金額の計上により原価差異が生じた場

合には、年度決算と比較して簡便な方法で実施しております。

４  経過勘定項目の算定方法  固定的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについて

は、合理的な算定方法による概算値で計上する方法によっておりま

す。

５  法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額

控除項目などの重要なものに限定する方法によっております。 

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、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認

められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。

(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１四半期連結会計期間末
(平成22年４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22年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,304,532 1,225,702

受取手形及び売掛金 1,694,465 1,292,002

商品及び製品 686,482 762,345

仕掛品 148,930 198,124

貯蔵品 53,917 53,307

その他 246,979 222,319

貸倒引当金 △14,164 △17,934

流動資産合計 4,121,144 3,735,868

固定資産

有形固定資産 819,009 823,443

無形固定資産 535,285 554,604

投資その他の資産

その他 484,630 557,320

貸倒引当金 △2,634 △8,467

投資その他の資産合計 481,996 548,852

固定資産合計 1,836,290 1,926,900

資産合計 5,957,435 5,662,768

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 390,278 455,432

短期借入金 1,697,739 1,608,724

未払法人税等 67,498 7,036

賞与引当金 84,234 43,030

返品調整引当金 109,567 88,532

その他 982,611 978,188

流動負債合計 3,331,930 3,180,945

固定負債

長期借入金 956,413 907,262

退職給付引当金 39,265 42,773

負ののれん 1,984 1,747

その他 22,006 24,785

固定負債合計 1,019,670 976,569

負債合計 4,351,600 4,157,515
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年４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22年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 359,687 359,687

資本剰余金 375,437 375,437

利益剰余金 840,769 752,894

株主資本合計 1,575,894 1,488,019

新株予約権 3,119 2,729

少数株主持分 26,821 14,504

純資産合計 1,605,835 1,505,253

負債純資産合計 5,957,435 5,662,768
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年４月30日)

売上高 1,473,214 2,396,978

売上原価 775,748 1,172,097

売上総利益 697,466 1,224,880

返品調整引当金戻入額 134,803 88,532

返品調整引当金繰入額 108,861 109,567

差引売上総利益 723,408 1,203,845

販売費及び一般管理費 870,321 989,617

営業利益又は営業損失（△） △146,912 214,227

営業外収益

受取利息 168 294

保険返戻金 42,307 －

為替差益 － 2,952

その他 697 1,389

営業外収益合計 43,173 4,636

営業外費用

支払利息 14,606 14,258

為替差損 1,511 －

その他 2,001 600

営業外費用合計 18,119 14,858

経常利益又は経常損失（△） △121,858 204,006

特別損失

固定資産除却損 1,908 154

特別損失合計 1,908 154

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△123,766 203,852

法人税、住民税及び事業税 14,482 65,244

法人税等調整額 △44,920 38,086

法人税等合計 △30,437 103,330

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,441 12,646

四半期純利益又は四半期純損失（△） △88,887 87,875
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年４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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△123,766 203,852

減価償却費 74,328 75,730

のれん償却額 625 237

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,910 △9,602

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,729 41,203

返品調整引当金の増減額（△は減少） △25,942 21,035

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,452 △3,508

受取利息及び受取配当金 △171 △294

支払利息 14,606 14,258

保険返戻金 △42,307 －

固定資産除却損 1,908 154

売上債権の増減額（△は増加） 511,762 △396,628

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,304 124,447

仕入債務の増減額（△は減少） △269,013 △65,153

前受金の増減額（△は減少） 65,448 △123,437

未払金の増減額（△は減少） △90,089 16,655

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,687 40,732

その他 △88,258 55,961

小計 △77,495 △4,359

利息及び配当金の受取額 203 368

利息の支払額 △14,613 △14,421

法人税等の支払額 △43,678 △6,798

営業活動によるキャッシュ・フロー △135,584 △25,210

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 △33,000 △55,150

定期預金の払戻による収入 54,000 －

有形固定資産の取得による支出 △598 △6,530

無形固定資産の取得による支出 △20,108 △26,489

保険積立金の払戻による収入 83,185 －

差入保証金の回収による収入 14,000 －

短期貸付けによる支出 △1,140 △770

短期貸付金の回収による収入 386 842

その他 △30,580 △492

投資活動によるキャッシュ・フロー 66,143 △88,590
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,800,000 2,300,000

短期借入金の返済による支出 △1,634,500 △2,266,170

長期借入れによる収入 200,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △218,444 △195,664

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,631 △2,689

配当金の支払額 △13,790 △55

財務活動によるキャッシュ・フロー 130,633 135,420

現金及び現金同等物に係る換算差額 △252 2,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 60,940 23,680

現金及び現金同等物の期首残高 969,706 1,195,202

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,030,646 1,218,882
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当第１四半期連結会計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日） 

該当事項はありません。 

    

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 
(注) １ 事業区分は、事業の種類、性質の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な製品およびサービス 

(1)教育事業……通信教育用教材、ｅラーニング・デジタル教材、子供英語教室、ジュニア留学斡旋、 

        イベント 

(2)出版事業……単行本、月刊誌、季刊誌（ＭＯＯＫ誌） 

(3)研修事業……国内・海外研修 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日） 

 
(注) １ 事業区分は、事業の種類、性質の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な製品およびサービス 

(1)教育事業……通信教育用教材、ｅラーニング・デジタル教材、子供英語教室、ジュニア留学斡旋、 

        イベント 

(2)出版事業……単行本、月刊誌、季刊誌（ＭＯＯＫ誌） 

(3)研修事業……国内・海外研修 

３ 【定性的情報・財務諸表等】に記載のとおり、当第１四半期連結累計期間より、棚卸資産の評価のうち単行

本の返品による簿価切下げの方法を変更し、当該棚卸資産の帳簿価額をゼロといたしました。この変更に伴

い「出版事業」の営業費用は103,756千円（見積額）増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８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重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年４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重要な在外支店がないため、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) セグメント情報

教育事業 
(千円)

出版事業
(千円)

研修事業
(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

759,164 369,960 344,089 1,473,214 ─ 1,473,214

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 759,164 369,960 344,089 1,473,214 ─ 1,473,214

営業利益又は営業損失（△） 15,270 △6,978 27,157 35,449 (182,361) △146,912

教育事業 
(千円)

出版事業
(千円)

研修事業
(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

1,274,815 715,979 406,182 2,396,978 ─ 2,396,978

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,274,815 715,979 406,182 2,396,978 ─ 2,396,978

営業利益 287,407 8,491 91,493 387,393 (173,165) 214,227
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【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ 金額は、実際価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２ 当社は、平成21年８月27日開催の第６回定時株主総会決議により決算期を５月31日から１月31日に変更した

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間の２月１日から４月30日までと比較対象となる前第１四半期連結会

計期間の６月１日から８月31日までと月が異なるため、前年同四半期比の記載を省略しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

 
(注) １ 金額は、実際価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 当社は、平成21年８月27日開催の第６回定時株主総会決議により決算期を５月31日から１月31日に変更した

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間の２月１日から４月30日までと比較対象となる前第１四半期連結会

計期間の６月１日から８月31日までと月が異なるため、前年同四半期比の記載を省略しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(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

 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

教育事業 305,369 ─

出版事業 469,442 ─

研修事業 ─ ─

合計 774,811 ─

(2) 仕入実績

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

教育事業 112,165 ─

出版事業 41,302 ─

研修事業 74,696 ─

合計 228,163 ─
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当社グループ（当社および連結子会社）は見込生産を行っているため、該当事項はありません。 
  

当第１四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 当社は、平成21年８月27日開催の第６回定時株主総会決議により決算期を５月31日から１月31日に変更した

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間の２月１日から４月30日までと比較対象となる前第１四半期連結会

計期間の６月１日から８月31日までと月が異なるため、前年同四半期比の記載を省略しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注実績

(4) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

教育事業 1,274,815 ─

出版事業 715,979 ─

研修事業 406,182 ─

合計 2,396,978 ─
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