
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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３月期第１四半期  8,036  △10.3  5 ―  △61 ―  △354 ― 

22年３月期第１四半期  8,953  △1.2  △29 ―  49 ―  △251 ― 

  
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３月期第１四半期  △20.65 ― 

22年３月期第１四半期  △13.31 ― 

  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３月期第１四半期  26,373  8,689  31.2  479.58

22年３月期  27,819  9,155  31.1  505.07

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 8,235百万円 22年３月期 8,654百万円

  
年間配当金

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３月期 ― 6.00 ―  10.00  16.00

23年３月期 ― 

23年３月期（予想） 10.00 ―  10.00  20.00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  18,580  △7.6  2,080  7.0  1,960  △2.5  880  △16.8  51.35

通期  37,100  △6.5  3,200  8.7  2,930  1.8  1,200  △18.1  70.02



４．その他（詳細は、〔添付資料〕４ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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

となる条件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、四半期決算短信〔添付資料〕３ページ「１．

当四半期の連結業績等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」をご覧ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 18,873,024株 22年３月期 18,873,024株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,699,858株 22年３月期 1,737,419株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 17,154,125株 22年３月期１Ｑ 18,846,510株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）におけるわが国の経済は、生産や

輸出に改善が見られたものの、雇用情勢は依然として厳しく欧米の景気への不安・懸念も生ずるなど、先行きに

注意を要する状況で推移しました。 

当教育サービス業界におきましても、こうした経済情勢全般の影響もあって、厳しい消費環境が続いておりま

す。一方で、ハイレベルな学習指導への期待、学習内容の増加に主眼を置く新学習指導要領の決定と移行措置の

実施、今般の文教政策・育児支援に関する議論の活発化等を背景に、教育全般及び当業界への社会の関心は高ま

りを見せております。特に平成22年度より開始された公立高校の授業料無償化や「子ども手当」の支給は、１人

ひとりの子どもの成長に対する社会のかかわり方を大きく変える、教育のターニングポイントと言うべき施策と

なり得るものと思われます。 

こうした状況のもとで、当社グループは、平成22年５月１日付で実施しました株式譲渡によるその他事業のホ

テル部門の分離をもって不採算事業の再編・分離を完了し、事業の方向性を教育サービスに特化することによ

り、一層の成長を目指しております。 

当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、ホテル部門の分離等に伴う減収に加えて、教育事業の学

習塾部門の生徒数が前年同期の水準には届かなかったことから、売上高は8,036百万円（前年同期比10.3％減）と

なりました。他方、事業の再編・分離に伴いコスト面の効率化が進んだことなどにより、営業利益は５百万円

（前年同期29百万円の営業損失）となりました。また、経常損失は、投資不動産に関連する費用の計上等により

61百万円（同49百万円の経常利益）、四半期純損失は、投資有価証券評価損や資産除去債務の発生等により354百

万円（同251百万円の四半期純損失）となりました。なお、ホテル部門の分離に伴う損失につきましては、前連結

会計年度に計上済みであります。 

セグメント別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１四半期連結累計期間中には２校を

開設（新規併設１校を含む）するとともに、出校エリアの 適化に伴い11校を統廃合したことにより、合計で

379校体制（併設65校を含む）となりました。運営面では、夏期の集客に先行してテレビＣＭを放映するなど、

認知度の向上に向けた施策を推進してまいりました。当第１四半期連結累計期間のセグメントの業績は、期中

平均生徒数が65,743名（前年同期比2.5％減）にとどまったことにより、売上高は6,434百万円（同2.8％減）、

セグメント利益は、テレビＣＭの放映等に伴う広告宣伝費の増加等により320百万円（同33.0％減）となりまし

た。 

なお、当第１四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・統廃合校》 

新 設 校  井土ヶ谷校（神奈川県） 

新規併設校  ナビオ高田馬場校（東京都） 

統 廃 合校  尾山台校、大鳥居校（以上、東京都） 

江田校、湘南台校（以上、神奈川県）  

二和向台校、ビザビ行徳校（以上、千葉県） 

北本校（埼玉県） 宇都宮駅東校、宇都宮御幸ヶ原校（以上、栃木県） 

南光台校（宮城県） 南町校（北海道） 

《ブランド展開の状況》 

 （平成22年６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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

栄光ゼミナール ナビオ ビザビ 合計 

300 校  30 校 49 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（学校、学習塾等の教育機関に対する総合支援事業）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」等の部門が一層の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１四半期連結累計期間のセグメントの業績は、オフィスサプラ

イ部門及び派遣・紹介部門等がやや伸び悩んだことにより、売上高は1,254百万円（前年同期比11.3％減）とな

りました。他方、セグメント利益はコスト管理に努めたことなどにより186百万円（同2.7％増）となりまし

た。 

  

〔その他事業〕 

その他事業におきましては、平成20年３月期より事業の抜本的な見直しを進めてまいりましたが、平成22年

５月１日付のホテル部門の分離をもって、一連の再編・分離が完了しました。これに伴い、当第１四半期連結

累計期間のセグメントの業績は、売上高は347百万円（前年同期比62.4％減）となりましたが、セグメント利益

は、上記の分離による効率化に加えて印刷部門の業績改善もあり、33百万円（前年同期74百万円の営業損失）

と黒字転換しました。 

  

≪当社グループの第１四半期業績の特性≫ 

当社グループのコア事業である教育事業の学習塾部門の売上高は、夏期・冬期・春期の各講習が開催される

第２・第４四半期連結会計期間に大きくなります。第１四半期連結会計期間の業績は他の四半期に比べ小さい

ため、事業を行う上で恒常的に発生する固定費により営業利益が圧迫される傾向があります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析 

当第１四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1,445百万円減少

し、26,373百万円（前期末比5.2％減）となりました。これは主に、売掛金の減少等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980百万円減少し、17,684百万円（同5.3％減）となりました。これは

主に、未払法人税等及び事業整理損失引当金の減少等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465百万円減少し、8,689百万円（同5.1％減）となりました。これは

主に、利益剰余金の減少等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における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より94百万円増加し、4,455百

万円となりました。 

当第１四半期連結会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、売上債権の回収等により、996百万円の収入（前年同期比2.6％減）

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及びホテル部門の分離のための支出等により、

587百万円の支出（前年同期154百万円の支出）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、配当金の支払等により、314百万円の支出（同361百万円の支出）と

なりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における業績は概ね計画どおりに推移しており、教育事業の学習塾部門の生徒数も

期首より回復基調で推移していることから、前回発表（平成22年５月14日付）の業績予想に変更はありません。

引き続き、目標数値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き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。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 
   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、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。 
  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理の原則・手続の変更） 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

これにより、売上総利益は13,961千円、営業利益及び経常利益はそれぞれ20,622千円、税金等調整前四半期

純利益は186,922千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

122,278千円であります。  

② 企業結合に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26

日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平

成20年12月26日）を適用しております。 

③ 不動産等賃貸収入及び不動産等賃貸原価 

従来、不動産等の賃貸収入は売上高、当該収入に対する費用については売上原価として処理をしておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間よりそれぞれ営業外収益及び営業外費用として処理しております。 

この変更は、当第１四半期連結会計期間に、事業の方向性を教育の分野に特化し、経営資源の集中を進めて

行くにあたり、賃貸不動産の売却、賃貸物件の解約等を行うことを経営方針として明確にしたこと、また、賃

貸物件の減少に伴い、売上高に占める不動産等の賃貸収入の割合が相対的に減少していることにより、賃貸部

門を付随的な事業であると位置づけ、経営成績をより適正に表示するために行ったものであります。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、売上高は100,180千円減少、売上原価は126,201千円減少、売上

総利益及び営業利益はそれぞれ26,021千円増加しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への

影響はありません。 

また、この変更に伴い、従来の有形固定資産の「建物及び構築物（純額）」2,030,481千円、「土地」

1,112,389千円を投資その他の資産の「投資不動産（純額）」に、有形固定資産の「その他（純額）」50,647千

円を投資その他の資産の「その他（純額）」に振り替えて表示しております。  

④ 返品調整引当金 

従来、返品調整引当金は、法人税法の規定に基づく限度相当額（売上高基準）にて計上しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より過去の返品実績率を勘案した所要額を計上しております。 

これは、システムの整備に伴い必要なデータが確保でき、出版物の種類別の返品実績率を合理的に算定でき

るようになったことから、法人税法基準にとらわれることなく返品調整引当金の額を計上する必要があると判

断したため、変更したものであります。 

この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表等 
（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６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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,002,114 4,898,695

受取手形及び売掛金 1,039,458 2,409,191

有価証券 21,538 19,937

商品及び製品 763,365 695,383

仕掛品 125,292 165,863

原材料及び貯蔵品 59,162 79,809

販売用不動産 77,540 77,540

その他 2,123,684 2,432,945

貸倒引当金 △21,950 △28,850

流動資産合計 9,190,204 10,750,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,691,773 10,475,680

減価償却累計額 △2,801,545 △4,531,285

建物及び構築物（純額） 3,890,227 5,944,394

土地 2,642,704 3,771,593

その他 1,943,486 2,276,825

減価償却累計額 △1,413,629 △1,662,818

その他（純額） 529,857 614,007

有形固定資産合計 7,062,789 10,329,995

無形固定資産   

のれん 257 342

その他 903,943 836,214

無形固定資産合計 904,200 836,557

投資その他の資産   

投資不動産 4,947,669 －

減価償却累計額 △1,804,798 －

投資不動産（純額） 3,142,871 －

敷金及び保証金 3,469,785 3,541,349

その他（純額） 3,026,973 2,762,486

貸倒引当金 △422,918 △401,130

投資その他の資産合計 9,216,712 5,902,705

固定資産合計 17,183,701 17,069,258

資産合計 26,373,905 27,819,774
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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６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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 738,926 960,685

短期借入金 7,304,076 7,533,007

1年内償還予定の社債 154,600 154,600

未払法人税等 83,926 437,149

返品調整引当金 6,501 33,111

事業整理損失引当金 － 262,204

その他 3,614,564 3,658,738

流動負債合計 11,902,595 13,039,496

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 3,578,323 3,381,998

退職給付引当金 1,427,732 1,390,018

その他 575,672 653,125

固定負債合計 5,781,728 5,625,142

負債合計 17,684,323 18,664,639

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,692,711 1,692,711

資本剰余金 2,529,051 2,529,702

利益剰余金 4,739,845 5,265,568

自己株式 △703,910 △719,464

株主資本合計 8,257,697 8,768,517

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,754 △113,696

評価・換算差額等合計 △21,754 △113,696

少数株主持分 453,638 500,314

純資産合計 8,689,581 9,155,135

負債純資産合計 26,373,905 27,819,774
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 8,953,939 8,036,016

売上原価 6,593,825 5,938,625

売上総利益 2,360,114 2,097,390

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 － 511,011

給料及び手当 720,123 585,322

退職給付費用 13,984 13,238

役員退職慰労引当金繰入額 20,383 －

貸倒引当金繰入額 － 4,936

その他 1,634,778 977,014

販売費及び一般管理費合計 2,389,269 2,091,524

営業利益又は営業損失（△） △29,154 5,866

営業外収益   

受取利息 3,121 6,499

受取配当金 11,997 11,370

投資事業組合運用益 127,578 －

受取賃貸料 － 103,325

その他 10,163 4,446

営業外収益合計 152,861 125,642

営業外費用   

支払利息 42,039 37,816

貸倒引当金繰入額 26,067 8,877

賃貸費用 － 131,217

その他 5,603 14,852

営業外費用合計 73,710 192,763

経常利益又は経常損失（△） 49,996 △61,254

特別利益   

固定資産売却益 2,623 435

貸倒引当金戻入額 107,447 －

その他 － 8

特別利益合計 110,070 443
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 159 207

固定資産除却損 77,756 7,308

投資有価証券評価損 20,159 184,058

役員退職功労金 234,010 －

減損損失 37,615 115,249

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 122,278

その他 45,088 1,000

特別損失合計 414,788 430,102

税金等調整前四半期純損失（△） △254,722 △490,912

法人税、住民税及び事業税 56,255 76,204

法人税等調整額 △56,032 △247,929

法人税等合計 223 △171,725

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △319,187

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,944 35,179

四半期純損失（△） △251,001 △354,366
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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損失（△） △254,722 △490,912

減価償却費 258,385 280,935

減損損失 37,615 115,249

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 122,278

貸倒引当金の増減額（△は減少） △84,598 13,813

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △447,171 －

受取利息及び受取配当金 △15,119 △17,870

支払利息 42,039 37,816

投資有価証券売却損益（△は益） 270 －

投資有価証券評価損益（△は益） 20,159 184,058

投資事業組合運用損益（△は益） △127,578 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,112,170 1,075,747

たな卸資産の増減額（△は増加） △101 △29,957

仕入債務の増減額（△は減少） △421,803 △186,197

その他 1,218,261 264,981

小計 1,337,806 1,369,943

法人税等の支払額 △314,739 △373,031

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,023,067 996,911

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 △297,687 △193,003

有形固定資産の売却による収入 2,564 13,577

投資有価証券の取得による支出 △56,955 －

投資有価証券の売却による収入 93,095 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △231,923

貸付金の回収による収入 8,245 6,478

利息及び配当金の受取額 13,913 22,026

その他 81,927 △204,733

投資活動によるキャッシュ・フロー △154,897 △587,577

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） 365,000 △356,668

長期借入れによる収入 － 900,000

長期借入金の返済による支出 △577,547 △575,938

自己株式の取得による支出 △18 △15

自己株式の売却による収入 － 15,570

配当金の支払額 △95,866 △109,824

少数株主への配当金の支払額 － △81,700

利息の支払額 △38,445 △35,596

その他 △14,233 △70,542

財務活動によるキャッシュ・フロー △361,111 △314,715

現金及び現金同等物に係る換算差額 317 △198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 507,375 94,419

現金及び現金同等物の期首残高 1,308,855 4,361,377

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,816,231 4,455,796
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 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（平成21年４月１日から平成21年６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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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。 

  

〔海外売上高〕  

前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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。 

  

（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） 

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 6,616,281 1,414,158 923,499 8,953,939 － 8,953,939

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
10,139 491,463 413,335 914,938 (914,938) － 

計 6,626,421 1,905,621 1,336,834 9,868,878 (914,938) 8,953,939

  営業利益又は営業損失(△) 478,008 181,906 △74,913 585,001 (614,156) △29,154

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 
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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社グループは、取り扱う商品・サービスを「教育」と「教育ソリューション」の２つの事業に区分し、

それぞれに事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて包括的な事業戦略を立案し、

事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは事業本部を基礎とした事業区分別のセグメントから構成されており、「教育

事業」及び「教育ソリューション事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「教育事業」は学習塾「栄光ゼミナール」等を運営しております。「教育ソリューション事業」は学校、

学習塾等の教育機関に対する総合支援事業を展開しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、印刷事業等であります。  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
教育  

教育ソリュ
ーション 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  6,434,153  1,254,187  7,688,341  347,674  8,036,016

セグメント間の内部売上高又は振替
高 

 5,283  501,003  506,286  406,674  912,961

計  6,439,437  1,755,190  8,194,627  754,349  8,948,977

セグメント利益  320,032  186,828  506,861  33,113  539,975

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  506,861

「その他」の区分の利益  33,113

セグメント間取引消去  △13,136

全社費用（注）  △520,971

四半期連結損益計算書の営業利益  5,866

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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