
  

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の有無：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の有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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  3,396 △1.7  △548    ―  △536 ―  △719 ― 

22年３月期第１四半期  3,454  △2.1  △571 ―  △596 ―  △388 ― 

  
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  △88 09 ― 

22年３月期第１四半期  △47 56 ― 

  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  9,416  2,166  23.0  265  35

22年３月期  9,749  2,910  29.8  356  49

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 2,166百万円 22年３月期 2,910百万円

  
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  ―  5 00 ― 3 00  8 00 

23年３月期  ― 

23年３月期（予想）  3 00      ― 3 00  6 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）  8,300  △0.7  310  152.0  300  279.7  5 －  0  61

通期  16,900  1.2  380  47.9  360  74.8  5 －  0  61



４．その他（詳細は、添付資料の３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 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

  

  

（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       ：無 

  

（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財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

  

※  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。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 8,600,000株 22年３月期 8,600,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 436,701株 22年３月期 436,701株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,163,299株 22年３月期１Ｑ 8,163,325株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

文中の将来に関する事項は、当四半期決算短信提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。  

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、景気に底打ちの兆しが見られるものの、本格的な景気回復

感はなく、依然として先行き不透明な状態が続きました。 

当学習塾業界におきましては、各社が自社の強みを活かした商品開発や業務提携等を積極的に進め、生き残り

をかけた取り組みを加速させています。 

このような環境のなか、当社の学習塾部門では、集合型教室「能開センター」において、授業品質の徹底管理

や商品ラインナップの見直しを行い、収益力の強化に取り組んでまいりました。また、個別型教室「個別指導

Axis（アクシス）」においては、一人ひとりのニーズへの対応を強化しつつ、引き続き未出校地域への展開を準

備してまいりました。当第１四半期における期初からの新規出校は４校となりました。 

生涯学習部門におきましては、通信制高校サポートコースの拡大及び各種資格取得講座のWBT（ウェブ・ベー

スド・トレーニング）講座の集客に特化し、経費の削減にも努めてまいりました。 

 国内子会社各社は、グループ内での連携を図りながら、広報物の企画制作、教育専門のITソリューション事

業、 ｅラーニングの開発販売、デジタルコンテンツの企画制作に注力してまいりました。 

海外子会社や持分法適用会社については、事業は概ね計画通りに推移しており、特に持分法適用会社について

は、収益を確保できる基盤が固まりつつあります。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高33億96百万円（前年同期比1.7％減）、営業損失

５億48百万円（前年同期比22百万円の改善）、経常損失５億36百万円（前年同期比59百万円の改善）となりまし

たが、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を特別損失に計上したことから、四半期純損失７億19百万円

（前年同期比３億30百万円の損失増加）となりました。 

 なお、当社グループの四半期業績の特徴としまして、第１四半期は、収入面で主たる部門である学習塾部門の

講習会による収入が春期実施の一部しか計上されず、費用面で夏期講習会に向けた広告宣伝費が多く発生するた

め、費用超過となります。第２・３四半期には、其々の期に夏期講習会の全収入・冬期講習会の収入の大半が計

上されること、また、第１四半期に比べて生徒数も増えることなどから、利益が改善される構造となっておりま

す。 

  

 セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

  

① 教育事業 

当社グループにおける教育事業は、幼児から高校生を対象とする部門と社会人を対象とした部門から成ってお

ります。前者は、提出会社が運営する「能開センター」、「個別指導Axis（アクシス）」、「家庭教師Axis」、

フランチャイズ方式の「スタッド学習教室」及び在シンガポール現地法人が運営する「WAOシンガポール・オー

チャード校」等であり、後者は、提出会社が運営する「WAO高等学院」等であります。 

当事業においては、学習塾部門及び生涯学習部門における売上単価が低下したことから減収となり、費用削減

はあったものの、減益となりました。当事業の当第１四半期連結会計期間における売上高は31億52百万円（前年

同期比2.1％減）、営業損失は２億14百万円（前年同期比58百万円の損失増加）となりました。 

  

② その他の事業 

当社グループにおけるその他の事業は、国内子会社各社により構成されており、グループ内での連携を図りな

がら事業を展開しております。 

 ㈱アートスタッフは、当社グループ内のほか、教育機関・企業より受注し、広報物の企画制作、及びITソリュ

ーション事業を主に行っております。㈱ワオネットは、当社グループ内の在宅学習システムの運営及び映像配信

システムの開発などｅラーニングシステムの開発販売を主に行っております。㈱ワオワールドは、グループ内外

の企業より受注したアニメーションなどのデジタルコンテンツの企画制作を主に行っております。 

当事業の当第１四半期連結会計期間における売上高は２億43百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益は２百

万円（前年同期比21百万円の改善）となりました。 

なお、平成22年７月23日開催の取締役会により、子会社各社が持つ経営資源とノウハウを親会社である当社の

元に結集するため、平成23年４月１日付で子会社の㈱アートスタッフ、㈱ワオネット及び㈱ワオワールドを吸収

合併することを決議しております。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報  

（資産・負債及び純資産の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は94億16百万円となり、前連結会計年度末と比較して、３億33百万円

（3.4%）の減少となりました。その主な要因は、現金及び預金が１億77百万円（16.2%）減少したこと、受取手

形及び売掛金が３億３百万円（50.4%）減少したこと、商品及び製品等たな卸資産が65百万円（19.3%）減少した

こと、一方で、繰延税金資産が１億79百万円（32.7%）増加したことなどであります。 

 負債合計は72億50百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億10百万円（6.0%）の増加となりました。そ

の主な要因は、長期・短期借入金及び社債が４億75百万円（11.0%）増加したこと、資産除去債務が４億36百万

円増加したこと、一方で、支払手形及び買掛金が１億13百万円（72.4%）減少したこと、未払法人税等が34百万

円（97.1%）減少したこと、賞与引当金が１億72百万円（85.2%）減少したこと、流動負債のその他に含まれる未

払金が１億27百万円（25.6%）が減少したことなどであります。 

 純資産は21億66百万円となり、前連結年会計年度末と比較して７億43百万円（25.6%）の減少となりました。

その主な要因は、四半期純損失７億19百万円の計上及び剰余金の配当24百万円により利益剰余金が７億43百万円

（87.8%）減少したことであります。 

  

（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は９億18百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て１億77百万円の減少となりました。また、前年同四半期末と比較して55百万円の減少となりました。 

 営業活動による資金の減少は５億65百万円（前年同期比20百万円の流出増）となりました。その主な要因は、

減価償却費、減損損失、資産除去債務にかかる特別損失など非資金項目が２億77百万円となったこと、売上債権

が３億３百万円減少した一方、税金等調整前四半期純損失が８億77百万円となったこと、仕入債務が１億13百万

円減少したこと、未払金が１億27百万円減少したことなどであります。 

 投資活動による資金の減少は64百万円(前年同期比30百万円の流出減）となりました。その主な要因は、有

形・無形固定資産の取得による支出が83百万円となった一方、差入保証金の差入及び回収による純収入が12百万

円となったことなどであります。 

 財務活動による資金の増加は４億52百万円（前年同期比90百万円の流入増）となりました。その主な要因は、

長期・短期借入金の借入・返済による純収入額が５億５百万円となった一方、社債の償還による支出が30百万円

となったこと、配当金の支払が21百万円となったことなどであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点において、業績は概ね期初の予想通りに推移しておりますので、平成22年５月14日の「平成22年３月期

決算短信」発表時の第２四半期（累計）・通期の業績予想に変更はありません。また、配当予想も同様に変更は

ありません。 

  

（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定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切り下げに関し、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積

り、簿価切り下げを行う方法によっております。  

③繰延税金資産の回収可能性の判断 

 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。  

  

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更）  

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

  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「資産除却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、営業損失及び経常損失は5,916千円増加し、また、税金等調整前四半期純損失は313,886千円

増加しております。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432,292千円であります。 

  なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

  

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書 

① 前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「保険配当金」は、営業外収益

総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間では区分掲記しております。  

  なお、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「保険配当金」は11千円でありま

す。 

② 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５

号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示し

ております。 

   

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

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） 

 該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（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 918,085 1,095,450

受取手形及び売掛金 298,391 602,114

商品及び製品 72,397 169,169

仕掛品 171,077 135,024

原材料及び貯蔵品 30,391 35,068

その他 746,806 533,704

貸倒引当金 △18,410 △32,623

流動資産合計 2,218,739 2,537,909

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,322,094 1,241,444

土地 3,322,097 3,347,708

その他（純額） 275,893 304,702

有形固定資産合計 4,920,085 4,893,855

無形固定資産 243,538 253,269

投資その他の資産   

差入保証金 1,416,042 1,416,913

その他 710,506 740,472

貸倒引当金 △92,472 △92,472

投資その他の資産合計 2,034,076 2,064,913

固定資産合計 7,197,700 7,212,038

資産合計 9,416,440 9,749,947

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 43,343 157,018

短期借入金 2,600,000 1,900,000

1年内返済予定の長期借入金 650,000 690,000

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

未払法人税等 1,024 35,502

賞与引当金 30,081 203,072

校閉鎖損失引当金 11,851 26,270

資産除去債務 15,784 －

その他 1,153,590 1,313,643

流動負債合計 4,585,676 4,405,507

固定負債   

社債 180,000 210,000

長期借入金 1,299,000 1,454,000

退職給付引当金 345,130 336,035
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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) 

資産除去債務 420,959 －

その他 419,506 434,262

固定負債合計 2,664,595 2,434,297

負債合計 7,250,272 6,839,805

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,146,375 1,146,375

資本剰余金 1,009,110 1,009,110

利益剰余金 103,166 846,770

自己株式 △92,000 △92,000

株主資本合計 2,166,651 2,910,255

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 655 1,150

為替換算調整勘定 △1,138 △1,263

評価・換算差額等合計 △483 △112

純資産合計 2,166,168 2,910,142

負債純資産合計 9,416,440 9,749,947
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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 3,454,399 3,396,125

営業費用 2,863,946 2,900,347

営業総利益 590,453 495,778

販売費及び一般管理費 1,161,628 1,044,305

営業損失（△） △571,174 △548,527

営業外収益   

受取利息 165 144

受取配当金 219 175

持分法による投資利益 － 6,758

受取手数料 1,908 1,769

保険配当金 － 16,666

その他 1,826 2,372

営業外収益合計 4,120 27,887

営業外費用   

支払利息 17,819 15,886

持分法による投資損失 10,690 －

その他 604 166

営業外費用合計 29,115 16,053

経常損失（△） △596,169 △536,693

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,034 14,215

特別利益合計 12,034 14,215

特別損失   

固定資産売却損 － 16,197

固定資産除却損 145 2,190

減損損失 － 19,542

校閉鎖損失 24,206 9,290

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 307,969

特別損失合計 24,351 355,191

税金等調整前四半期純損失（△） △608,486 △877,668

法人税、住民税及び事業税 25,769 20,604

法人税等調整額 △246,027 △179,159

法人税等合計 △220,258 △158,555

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △719,113

四半期純損失（△） △388,227 △719,113
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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（△） △608,486 △877,668

減価償却費 114,712 111,734

減損損失 － 19,542

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,034 △14,215

賞与引当金の増減額（△は減少） △189,529 △172,991

校閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △5,408 4,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,061 9,095

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,375 －

受取利息及び受取配当金 △385 △320

支払利息 17,819 15,886

固定資産除却損 － 2,029

固定資産売却損益（△は益） － 16,197

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 307,969

持分法による投資損益（△は益） 10,690 △6,758

売上債権の増減額（△は増加） 290,028 303,744

たな卸資産の増減額（△は増加） 111,710 65,396

前受授業料等収入の増減額（△は減少） △60,046 △44,587

仕入債務の増減額（△は減少） △25,672 △113,674

未払金の増減額（△は減少） △185,880 △127,014

その他 109,469 △9,417

小計 △415,576 △510,552

利息及び配当金の受取額 385 320

利息の支払額 △17,002 △17,304

法人税等の支払額 △112,782 △37,621

営業活動によるキャッシュ・フロー △544,976 △565,157

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 △91,744 △65,453

無形固定資産の取得による支出 △28,638 △18,379

差入保証金の差入による支出 △9,685 △21,515

差入保証金の回収による収入 34,304 33,700

その他 △85 6,761

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,849 △64,886

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 600,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △183,300 △195,000

社債の償還による支出 △30,000 △30,000

長期未払金の返済による支出 △3,851 △630

配当金の支払額 △21,091 △21,703

財務活動によるキャッシュ・フロー 361,757 452,666
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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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 290 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △278,778 △177,364

現金及び現金同等物の期首残高 1,252,551 1,095,450

現金及び現金同等物の四半期末残高 973,773 918,085
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 該当事項はありません。 

  

  

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） 

 （注）１ 事業区分は、事業内容によって区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な事業 

  

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

 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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（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） 

 
その他の事業 
（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 
 3,219,944    234,454    3,454,399    －    3,454,399

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 2,332    235,635    237,968    (237,968)    －

計  3,222,277    470,090    3,692,368    (237,968)    3,454,399

営業損失（△）  △155,647    △18,564    △174,211    (396,963)    △571,174

                    

教育事業 …… 幼児、小・中学生、高校生を対象にしたスクール事業、小・中学生、高校生を対象

にした家庭教師派遣事業、及び大学生・社会人を対象にした資格取得に向けたスク

ール事業 

その他の事業 …… 教育事業に係る印刷物の企画・印刷、インターネット上でのコンテンツの企画・販

売、デジタルコンテンツの制作・販売業 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、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、内部管理上採用している区分に基づき、「教育事業」と「その他の事業」を報告セグメン

トとしております。  

  

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（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１ セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△336,643千円には、セグメント間消去10,421千円及び各

報告セグメントに配分されない全社費用△347,064千円が含まれております。 

２ セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「教育事業」セグメントにおいて、減損損失19,542千円を計上しております。セグメント利益又はセグメン

ト損失（△）への影響はありませんが、「教育事業」セグメントの資産が19,542千円減少しております。な

お、当該減損損失の計上額は、第１四半期連結累計期間において19,542千円であります。 

  

（のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

４．報告セグメントの変更等に関する事項  

（資産除去債務会計基準に伴う費用） 

 「教育事業」セグメントにおいて資産除去債務会計基準の適用に伴う費用5,703千円を計上し、「調整額」に

おいて資産除去債務会計基準の適用に伴う費用213千円を計上しております。 

 また、セグメント利益又はセグメント損失（△）への影響はありませんが、特別損失として、「教育事業」

セグメントにおいて資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額306,757千円を計上し、「調整額」において資産

除去債務会計基準の適用に伴う影響額1,212千円を計上しております。 

 なお、第１四半期連結累計期間において、当該資産除去債務会計基準の適用に伴う費用の計上額は5,916千円

であり、当該資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額の計上額は307,969千円であります 

  

（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。 

【セグメント情報】

教育事業 …… 幼児、小・中学、高校生を対象にしたスクール事業、小・中学、高校生を対象にした家

庭教師派遣事業、及び大学生・社会人を対象にした資格取得に向けたスクール事業 

その他の事業 …… 広報物の企画制作、教育専門のＩＴソリューション事業、ｅラーニングシステムの開発

販売、アニメーションなどのデジタルコンテンツの企画制作業 

   報告セグメント  調整額 
 （千円）  
 （注）１ 

  

 四半期連結損
益計算書計上
額（千円） 
（注）２  

  
 教育事業 
 （千円） 

 
 その他の事業
 （千円） 

 
 合計 

 （千円） 
    

売上高                                      

 外部顧客に対する売上高  3,152,323    243,802    3,396,125    －    3,396,125

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,388    98,493    101,882   △101,882   －

計  3,155,712    342,296    3,498,008   △101,882   3,396,125

セグメント利益又はセグメント

損失（△） 
 △214,502    2,618    △211,884   △336,643   △548,527
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 該当事項はありません。 

  

  

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

 当社は平成22年７月23日開催の取締役会において、平成23年４月１日を効力発生日として、当社を存続会社

とし、当社の連結子会社である株式会社アートスタッフ（以下、「アートスタッフ」という。）、株式会社ワ

オネット（以下、「ワオネット」という。）、及び株式会社ワオワールド（以下、「ワオワールド」といい、

アートスタッフ及びワオネットと総称して「子会社３社」という。）を消滅会社とする４社間の吸収合併につ

いて決議し、合併契約を締結いたしました。 

  

１ 合併の目的 

 アートスタッフは大学向けＩＴソリューション事業、ワオネットはｅラーニング事業のシステム開発、

ワオワールドはアニメーション制作事業を核として、グループ内で重要な役割を果たしてまいりました。

 本件合併は、これら子会社各社が持つ経営資源とノウハウを親会社である当社のもとに結集し、当社

（当社グループ）がより迅速かつ効率的に事業展開を行っていくことを目的とするものであります。 

  

２ 合併の要旨 

（１） 合併の日程 

合併決議取締役会     平成22年７月23日 

合併契約締結      平成22年７月23日 

合併効力発生      平成23年４月１日 

（２） 合併方式 

 当社を存続会社とする吸収合併方式であり、子会社３社は解散いたします。本件合併は、当社にお

いては会社法第796条第３項に定める簡易合併であり、子会社３社においては会社法第784条第１項に

定める略式合併であることから、いずれも株主総会の承認を得ることなく行うものであります。 

（３） 合併にかかる割当ての内容  

 子会社３社は、いずれも当社の100％出資子会社であることから、本件合併による新株式の発行及

び資本金の額の増加並びに合併交付金の支払いはありません。 

（４） 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 子会社３社は、いずれも新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりませんので、該当事項は

ありません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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３ 合併当事会社の概要（平成22年３月31日現在） 

   

(１)商号 
㈱ワオ・コーポレーション 

（存続会社）（連結）

アートスタッフ 

（消滅会社）  

ワオネット 

（消滅会社）  

ワオワールド 

（消滅会社）  

(２)主な事業

内容 
教育サービス 

広報物企画制作 

ＩＴソリューションサービス 
システム開発販売 コンテンツ制作販売 

(３)設立年月

日   
昭和51年５月15日 昭和27年１月18日 平成12年７月17日  平成12年７月17日 

(４)本店所在

地 

大阪市北区中崎西 

二丁目６番17号   

大阪市北区中崎西 

二丁目６番17号 

大阪市北区中崎西 

一丁目５番14号 

東京都杉並区阿佐谷南

二丁目14番４号  

(５)代表者の

役職・氏名 

代表取締役社長 

豊嶋 貴秋 

代表取締役社長 

山下 準吾  

代表取締役社長 

鈴木 秀之  

代表取締役社長 

村上 匡宏  

(６)資本金の

額 
11億46百万円 50百万円 80百万円 １億円 

(７)発行済株

式総数   
8,600,000株 100,000株 1,600株 2,000株

(８)資産 97億49百万円 ５億円 １億92百万円 ４億12百万円 

(９)負債 68億39百万円 ２億42百万円 46百万円 １億79百万円 

(10)純資産 29億10百万円 ２億58百万円 １億45百万円 ２億33百万円 

(11)事業年度

の末日 
３月31日 ３月31日 ３月31日 ３月31日 

(12)従業員数 919名 50名 16名 15名

(13)大株主及

び持株比率 

㈲エヌシイ二十一 

43.65％ 

西澤 昭男 

9.90％ 

当社社員持株会 

3.75％ 

日本トラスティ・サー

ビス信託銀行㈱ 

1.99％ 

大西 雄三 

1.51％ 

㈱ワオ・コーポレー

ション 

100.00％ 

㈱ワオ・コーポレー

ション 

100.00％ 

㈱ワオ・コーポレー

ション 

100.00％ 

(14)主要取引

銀行 

みずほ銀行 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

りそな銀行 

農林中央金庫   

三菱東京ＵＦＪ銀行 

三井住友銀行 

みずほ銀行  

三菱東京ＵＦＪ銀行 

みずほ銀行  

  

三菱東京ＵＦＪ銀行 

みずほ銀行  

  

(15)当事会社

との関係  

資本関係 当社は、被合併会社３社の発行済株式全数を所有しております。  

人的関係   役員の兼任：２名  役員の兼任：２名   役員の兼任：２名  

取引関係   
各種印刷物の発注 

不動産の賃借   
システム管理の委託 コンテンツの発注 
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(16) 近３年の決算期間の業績 

   

   

４ 合併後の状況 

 合併後の当社（存続会社）の商号、主たる事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び事業年度の末日

等について、変更はありません。 

  

５ 今後の見通し 

 本件合併による当社及び当社グループの当事業年度の業績への影響は軽微であります。  

  

  
㈱ワオ・コーポレーション 

（存続会社）（連結）  

アートスタッフ 

（消滅会社） 

決算期 20年３月期 21年３月期  22年３月期 20年３月期 21年３月期 22年３月期 

売上高 168億60百万円 169億66百万円 166億92百万円 12億78百万円 16億２百万円 13億40百万円

経常利益 ３億65百万円 ２億55百万円 ２億６百万円 △20百万円 22百万円 ２百万円

当期純利益  33百万円 △７億13百万円 △67百万円 △３百万円 △14百万円 14百万円

  
ワオネット 

（消滅会社） 

ワオワールド 

（消滅会社） 

決算期 20年３月期 21年３月期 22年３月期 20年３月期 21年３月期 22年３月期

売上高 ３億76百万円 ３億68百万円 ３億４百万円 ６億57百万円 ５億82百万円 ４億62百万円

経常利益 46百万円 31百万円 20百万円 61百万円 23百万円 △36百万円

当期純利益  27百万円 19百万円 12百万円 36百万円 16百万円 △22百万円
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