
   

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  1,190  2.0  △349  －  △869  －  △791  －

22年3月期第１四半期  1,167  △6.2  △354  －  97  △65.8  9  △93.7

  
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  △39  63  －  －

22年3月期第１四半期  0  45  －  －

  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  22,625  20,848  92.1  1,043  44

22年3月期  23,602  21,867  92.6  1,094  42

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 20,848百万円 22年3月期 21,867百万円

  
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  －  －  0 00 － － 5 00  5  00

23年3月期  －  －

23年3月期（予想）  0 00 － － 10 00  10  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）  3,100  1.9  100  55.9  100  △80.6  50  9.5  2  50

通期  7,100  2.8  700  13.8  700  △50.5  230  5.7  11  48



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．3「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 

新規      －  社  、除外     －  社   

（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              ：無 

（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報告書のレビュー手続きの対象外ですが、この四半期決算

短信の開示時点においては、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しております。 

  

※  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記事項については[添付資料]Ｐ.3「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 20,031,000株 22年3月期 20,031,000株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 50,516株 22年3月期 50,486株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 19,980,491株 22年3月期１Ｑ 19,980,517株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気に持ち直し感が見られ自律的な回復が期待されました

が、海外景気の下振れ懸念や金融資本市場の変動等のリスクが存在し、失業率も高水準にあり、依然として厳し

い状況で推移しました。 

当学習塾業界は、少子化の影響をカバーすべく各社とも新たなサービスによる販路拡大を強化しており、組織

強化や業容拡大を狙った業務提携の動きも見られます。個別指導市場の需要は依然堅調であり、子ども手当てや

公立高校授業料無料化及び脱ゆとり教育への転換は、当業界にとってプラスに作用する可能性が見込まれます。 

このような状況のもと、当社グループは、地域特性に応じた価格戦略を実施すると同時に今春の合格実績に裏

打ちされた指導力をアピールし、生徒・父母のニーズを喚起してまいりました。その結果、売上高は対前年微増

となりました。経費面におきましては、広告宣伝費や地代家賃等の削減を進めてまいりましたが、有価証券評価

損及び為替差損により、経常損失及び四半期純損失を計上するに至りました。 

この結果、当第１四半期の連結売上高は1,190百万円（前年同期比 2.0％増）、営業損失は 349百万円（ 前年

同四半期は354百万円の営業損失）、経常損失は869百万円（前年同四半期は97百万円の経常利益）、資産除去債

務に関する会計基準の適用により146百万円を特別損失に計上し、四半期純損失791百万円（前年同四半期は9百万

円の四半期純利益）となりました。 

  

セグメント別の状況 

セグメントの状況は次のとおりであります。 

①塾関連事業 

 当第1四半期連結会計期間においては、江別本部と取手本部が会場から本部へと昇格しました。当第1四半期連

結会計期間末における地域本部数は67本部、会場数は412会場となりました。 

 個別指導専門の「プログレス」やＺ会との提携による「Ｚ会東大マスターコース」が2年目を迎え、徐々に実

績を上げております。 

 個別指導部門は道内11都市と仙台市、青森市、福島市、松本市において計44会場を開設しており、昨年４月に

個別指導専門部門として設立された㈱プログレスは、札幌市、室蘭市、福島市、松本市で展開しております。個

別指導全体では前年同期比22.4％増の売上となりました。 

 コンピュータを利用した学校向け教育ソフトの売上高は21百万円となり、同ソフトの導入実績校は発売開始以

来累計で3,849校（期中3校増）となりました。 

 この結果、塾関連事業の売上高は943百万円、営業損失は234百万円となりました。 

  

②スポーツ事業 

 札幌市内3ヵ所に施設を構えるスポーツクラブＺｉｐは会員サービスの向上及び経費削減に努めてまいりまし

た。当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高140百万円、営業損失4百万円となりました。 

  

③その他 

本セグメントは物販・不動産管理など主に子会社の売上で構成されております。当第1四半期連結会計期間に

おきましては、売上高が152百万円、営業利益が5百万円となりました。 

  

（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22,625百万円となり、前連結会計年度末より976百万円減少しまし 

た。流動資産では、有価証券が241百万円増加しましたが、現金及び預金が530百万円減少したため、合計で230

百万円減少しました。固定資産では、投資有価証券が957百万円減少したため、合計で746百万円の減少となりま

した。負債は大きな変動はなく、純資産では、利益剰余金が891百万円減少したため、合計で1,018百万円減少し

ました。 

（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、前連結会計年度末に比べ1,670百万円減少し、

4,212百万円となりました。 

（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損失1,055百万円に為替差損111百万円、有価証

券評価損449百万円、法人税の支払額161百万円等を加減した結果、351百万円の支出（前年同期は254百万円の支

出）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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、定期預金の預入による支出1,690百万円、定期預金の払戻による収入

625百万円等により、1,147百万円の支出（前年同期は94百万円の収入）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99百万円等により、93百万円の支出（前年同期は119百

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１四半期連結会計期間においては、売上高及び営業利益が概ね計画どおり推移しておりますので、第2四半

期連結累計期間並びに通期の業績予想につきましては、前回公表（平成22年5月10日付）数値からの変更はいたし

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 

法人税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、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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ため、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。なお、法人税等調整額は、法人税等に含め

て表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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、営業損失及び経常損失は3百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は149百万円増加しておりま

す。  

  

  

  

２．その他の情報
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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 5,318,385 5,848,846

受取手形及び営業未収入金 61,037 108,609

有価証券 1,200,301 959,180

商品及び製品 11,031 12,238

原材料及び貯蔵品 16,401 19,985

繰延税金資産 240,504 134,662

その他 168,163 162,833

貸倒引当金 △1,178 △1,261

流動資産合計 7,014,646 7,245,095

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,213,484 9,139,635

減価償却累計額 △5,035,571 △4,973,510

建物及び構築物（純額） 4,177,913 4,166,125

機械装置及び運搬具 527,981 521,732

減価償却累計額 △459,919 △455,478

機械装置及び運搬具（純額） 68,061 66,253

土地 3,116,546 3,116,546

建設仮勘定 51,728 57,656

その他 947,745 942,883

減価償却累計額 △809,664 △799,054

その他（純額） 138,081 143,829

有形固定資産合計 7,552,331 7,550,412

無形固定資産   

ソフトウエア 10,382 10,673

電話加入権 1,259 1,259

施設利用権 9,625 9,625

無形固定資産合計 21,266 21,558

投資その他の資産   

投資有価証券 5,936,988 6,894,763

繰延税金資産 845,537 652,407

敷金及び保証金 389,432 381,101

長期預金 600,000 600,000

その他 265,461 257,014

投資その他の資産合計 8,037,419 8,785,287

固定資産合計 15,611,017 16,357,258

資産合計 22,625,663 23,602,353
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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 61,654 107,847

未払金 274,741 308,150

未払法人税等 11,666 159,229

未払費用 193,320 250,535

前受金 564,359 394,629

その他 45,808 116,076

流動負債合計 1,151,551 1,336,469

固定負債   

退職給付引当金 87,818 90,261

役員退職慰労引当金 282,101 278,102

資産除去債務 225,710 －

繰延税金負債 － 21

その他 29,957 30,382

固定負債合計 625,587 398,767

負債合計 1,777,138 1,735,237

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,984,100 3,984,100

資本剰余金 3,344,000 3,344,000

利益剰余金 13,550,145 14,441,900

自己株式 △45,418 △45,408

株主資本合計 20,832,826 21,724,591

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,698 142,524

評価・換算差額等合計 15,698 142,524

純資産合計 20,848,525 21,867,115

負債純資産合計 22,625,663 23,602,353
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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 1,167,755 1,190,679

売上原価 1,163,509 1,173,867

売上総利益 4,245 16,811

販売費及び一般管理費 359,244 366,464

営業損失（△） △354,998 △349,652

営業外収益   

受取利息 35,891 5,591

受取配当金 9,848 9,664

有価証券償還益 2,826 －

有価証券評価益 281,105 －

為替差益 123,644 －

その他 4,126 7,968

営業外収益合計 457,443 23,224

営業外費用   

有価証券評価損 － 431,263

為替差損 － 111,127

教室閉鎖損失 2,302 －

雑損失 2,306 780

営業外費用合計 4,609 543,170

経常利益又は経常損失（△） 97,834 △869,599

特別利益 23 －

特別損失   

固定資産除却損 18,370 20,925

投資有価証券評価損 － 18,481

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 146,596

特別損失合計 18,370 186,003

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（△）

79,488 △1,055,603

法人税等 70,425 △263,750

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △791,852

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,062 △791,852
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

79,488 △1,055,603

減価償却費 94,825 93,118

退職給付引当金の増減額（△は減少） △237 △2,443

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △82

未払費用の増減額（△は減少） △68,923 △57,215

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △937 3,999

受取利息及び受取配当金 △45,740 △15,255

為替差損益（△は益） △123,644 111,127

有価証券評価損益（△は益） △281,105 431,263

投資有価証券評価損益（△は益） － 18,481

有価証券償還損益（△は益） △2,826 －

固定資産除却損 18,370 20,925

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 146,596

売上債権の増減額（△は増加） 118,470 47,571

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,419 4,791

その他の流動資産の増減額（△は増加） △28,704 △19,444

仕入債務の増減額（△は減少） △91,605 △46,192

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,793 △5,013

その他の流動負債の増減額（△は減少） 20,103 △69,693

未払金の増減額（△は減少） △87,092 △5,422

前受金の増減額（△は減少） 149,543 169,729

その他 △324 10,238

小計 △274,710 △218,521

利息及び配当金の受取額 33,408 29,370

法人税等の支払額 △13,066 △161,958

営業活動によるキャッシュ・フロー △254,368 △351,110

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 △185,000 △1,690,000

定期預金の払戻による収入 130,000 625,000

有価証券の取得による支出 △170,329 －

有価証券の償還による収入 329,101 －

有形固定資産の取得による支出 △61,538 △68,075

無形固定資産の取得による支出 － △660

投資有価証券の取得による支出 △51,288 △2,800

投資有価証券の償還による収入 105,836 7,606

長期貸付けによる支出 － △11,058

貸付金の回収による収入 379 3,964

敷金及び保証金の差入による支出 △13,953 △12,409

敷金及び保証金の回収による収入 13,651 3,859
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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) 

その他 △2,086 △3,169

投資活動によるキャッシュ・フロー 94,772 △1,147,741

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △119,883 △99,902

その他 △3 6,746

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,886 △93,155

現金及び現金同等物に係る換算差額 35,729 △78,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △243,753 △1,670,510

現金及び現金同等物の期首残高 4,587,241 5,883,026

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,343,487 4,212,516
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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（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、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

    

   〔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４月１日 至 平成21年６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。 

  

   〔海外売上高〕  

     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） 

     海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕 

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、事業部門を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「塾関連事業」「スポ

ーツ事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「塾関連事業」は集団指導・個別指導等の学習指導及び教材制作・販売等を行っております。 

「スポーツ事業」はスポーツクラブの経営を行っております。 

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
塾関連事業
（千円） 

スポーツ事
業（千円） 

その他
（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  928,009  141,467  98,278  1,167,755  －  1,167,755

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  57,372  57,372 (57,372)  －

計  928,009  141,467  155,650  1,225,127 (57,372)  1,167,755

営業利益または損失（△）  △253,943  104  2,322  △251,516 (103,481)  △354,998

(1)塾関連事業 学習指導、塾教材、教育ソフト 

(2)スポーツ事業 スポーツクラブ経営 

(3)その他 不動産賃貸・管理、事務用品・機器の販売 
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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．「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、教材の印刷や備品・消耗品の

仕入販売、及び賃貸不動産や教室物件の管理・清掃を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△116,427千円は、主に報告セグメントに配分していない一般管

理費等の全社費用及びセグメント間の取引の消去額であります。 

３．セグメント利益又は損失は、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。 

   

（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。  

  

  

 当社グループは、塾関連事業における月々の継続授業月謝と春・夏・冬の講習会が主な収入源となっておりま

す。第１四半期連結会計期間においては、講習会収入がほとんど発生しないため、売上高及び売上総利益が他の四

半期連結会計期間に比べ低めに計上される一方、費用面においては人件費・広告宣伝費・地代家賃等が各四半期連

結会計期間を通じて平均的に発生するため、営業利益が圧迫される構造になっております。  

  

   

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

塾関連事業 
スポーツ事
業 

計

売上高               

外部顧客への売

上高 
 943,044  140,725  1,083,769  106,910  1,190,679  －  1,190,679

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 －  －  －  45,881  45,881  △45,881  －

計  943,044  140,725  1,083,769  152,792  1,236,561  △45,881  1,190,679

セグメント利益  △234,316  △4,641  △238,957  5,732  △233,225  △116,427  △349,652

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）第１四半期の損益の特徴に関する注記
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