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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 4,024 3.9 296 46.0 305 47.0 124 32.0
22年3月期第2四半期 3,874 △2.0 203 △40.0 208 △39.7 94 △52.2

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2四半期 12.66 ―

22年3月期第2四半期 9.43 ―

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2四半期 10,747 9,406 87.5 956.90
22年3月期 11,086 9,473 85.5 963.74

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,406百万円 22年3月期  9,473百万円

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  
 

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 ― 18.00 18.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 18.00 18.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 8,270 2.5 731 2.0 739 1.9 436 3.9 44.38



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 10,309,200株 22年3月期  10,309,200株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  479,382株 22年3月期  479,372株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  9,829,818株 22年3月期2Q  9,999,728株

※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きの対象外であり、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。業績予想の前提となる条件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、添付資料２ページ １．当四半期の業績等に関する定性的情報 （３）「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間における我が国経済は、新興国を中心とした輸出の増加や、政府の経済対策の効果によ

り改善が見え始めておりましたが、欧州諸国の金融不安や、米国経済の伸び悩みなどを背景とする急激な円高や株

価の変動により、景気の先行きへの不透明感が強まる環境で推移いたしました。 

当社が属する教育サービス業界におきましても、少子化の進行による競争の激化や、景気の低迷により入塾時期

の先送りや顧客一人当たりの取得講座数の減少などの影響がでており各社とも厳しい現状に直面しております。ま

た、最近では業界内におけるＭ＆Ａや業務提携も顕著となり、業界再編の動きが見受けられました。 

このような環境の中、当社の教育事業におきましては、教育の温故知新すなわち、教師生徒の関係の見つめ直

し、コアとなる教務力の強化拡充、学習環境の整備及びＩＴ化に積極的に取り組むことにより、顧客満足度、継続

率そして顧客単価の向上につながりました。以上の結果、生徒数は期首において対前年で680人少なくスタートし

たものの、当第２四半期会計期間末には19,918人（前年同日は19,927人）まで回復しております。売上高につきま

しては、前年同期に比べ145百万円増加いたしました。 

不動産賃貸におきましては、新築したアップ神戸岡本ビルの一部を賃貸したことにより、前年同期に比べ4百万

円増加いたしました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は、4,024百万円（前年同期比3.9％増）となり、営業利益は 

296百万円（前年同期比46.0％増）、経常利益は305百万円（前年同期比47.0％増）、「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）及び同適用指針（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）の適用に伴い、特別損失として50百万円計上したことにより、当第２四半期純利益は124百万円（前年同期

比32.0％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の総資産は10,747百万円となり、前事業年度末に比べ339百万円減少いたしました。流

動資産は1,754百万円となり、前事業年度末に比べ490百万円減少いたしました。主な要因は、固定資産や関連会社

株式の取得及び法人税等の納税により、現金及び預金が減少したことによるものであります。固定資産は8,992百

万円となり、前事業年度末に比べ150百万円増加いたしました。主な要因は関連会社株式の取得による増加であり

ます。  

 流動負債は749百万円となり、前事業年度末に比べ293百万円減少いたしました。主な要因は、未払金の減少によ

るものであります。固定負債は591百万円となり、前事業年度末から大きな変動はありません。 

 なお、純資産は前事業年度末に比べ67百万円減少して9,406百万円となり、自己資本比率は87.5％となりまし

た。 

（キャッシュ・フロ－の状況） 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、1,430百万円となり、前事業年度末と比べ272

百万円減少しました。 

  当第２四半期累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） 

 営業活動の結果得られた資金は、361百万円（前年同期に得られた資金は412百万円）となりました。これは、

前年同期に比べ、営業収入が増加したものの、新規校舎開設に伴う諸経費の増加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） 

 投資活動の結果使用した資金は、458百万円（前年同期に使用した資金は136百万円）となりました。これは、

前年同期に比べ、株式会社お茶の水ゼミナール株式の取得による支出や、有形固定資産の取得による支出の増加

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） 

 財務活動の結果使用した資金は、176百万円（前年同期に使用した資金は215百万円）となりました。これは、

前年同期に行っていた自己株式の取得を、当期は行っていないことによる支出の減少によるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

当社は、当第１四半期会計期間において、「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）及び同適用指針（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）の適用による計上額が確定し、特

別損失に過年度負担相当額50百万円を計上しております。これは、平成22年４月30日に発表いたしました、通期の

業績予想の数値に影響を及ぼすものであります。しかしながら、当第２四半期会計期間末までの業績をふまえ、現

時点では通期の業績予想の変更は行っておりません。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

定率法を採用している固定資産の減価償却については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定し

ております。 

  

（２）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、営業利益、経常利益が3,496千円減少し、税引前四半期純利益が53,771千円減少しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,480,424 1,803,246

売掛金 41,905 227,513

たな卸資産 59,770 60,450

繰延税金資産 36,433 41,307

その他 138,009 120,497

貸倒引当金 △2,000 △8,400

流動資産合計 1,754,543 2,244,615

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,753,101 2,406,532

土地 3,758,285 3,758,285

その他（純額） 204,257 532,069

有形固定資産合計 6,715,643 6,696,886

無形固定資産 100,154 118,041

投資その他の資産   

投資有価証券 353,436 380,828

繰延税金資産 298,079 290,371

差入保証金 1,170,847 1,228,668

その他 354,430 126,887

投資その他の資産合計 2,176,794 2,026,755

固定資産合計 8,992,592 8,841,683

資産合計 10,747,136 11,086,299

負債の部   

流動負債   

買掛金 45,815 73,906

未払法人税等 140,000 131,821

未払消費税等 17,085 57,495

賞与引当金 37,509 38,128

その他 509,239 742,079

流動負債合計 749,650 1,043,430

固定負債   

退職給付引当金 78,658 80,983

その他 512,631 488,487

固定負債合計 591,289 569,471

負債合計 1,340,940 1,612,901
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,667,106 1,667,106

資本剰余金 1,946,100 1,946,100

利益剰余金 6,092,624 6,145,101

自己株式 △280,195 △280,190

株主資本合計 9,425,634 9,478,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,438 △4,719

評価・換算差額等合計 △19,438 △4,719

純資産合計 9,406,195 9,473,397

負債純資産合計 10,747,136 11,086,299
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,874,170 4,024,021

売上原価 3,092,007 3,231,734

売上総利益 782,163 792,286

販売費及び一般管理費 578,957 495,608

営業利益 203,205 296,678

営業外収益   

受取利息 1,032 363

受取配当金 2,230 2,320

受取手数料 － 1,010

雑収入 5,202 7,496

営業外収益合計 8,464 11,190

営業外費用   

投資事業組合運用損 1,689 1,566

雑支出 1,898 345

営業外費用合計 3,587 1,912

経常利益 208,082 305,956

特別利益   

固定資産売却益 57 －

貸倒引当金戻入額 1,084 5,431

特別利益合計 1,142 5,431

特別損失   

減損損失 32,862 －

固定資産除却損 － 786

店舗閉鎖損失 － 3,056

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,274

その他 2,718 76

特別損失合計 35,581 54,194

税引前四半期純利益 173,643 257,192

法人税、住民税及び事業税 113,150 125,494

法人税等調整額 △33,818 7,239

法人税等合計 79,331 132,733

四半期純利益 94,311 124,459
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 4,265,776 4,421,143

原材料又は商品の仕入れによる支出 △104,226 △98,895

人件費の支出 △2,010,601 △2,021,397

その他の営業支出 △1,616,684 △1,814,191

小計 534,263 486,658

利息及び配当金の受取額 3,475 3,791

その他の収入 4,813 4,152

その他の支出 △1,698 △462

法人税等の支払額 △128,220 △132,180

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,633 361,959

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 △50,000 －

定期預金の払戻による収入 100,000 50,000

有形固定資産の取得による支出 △149,299 △264,199

無形固定資産の取得による支出 △4,319 △45,872

差入保証金の差入による支出 △11,696 △16,697

差入保証金の回収による収入 703 20,697

預り保証金の受入による収入 － 24,144

投資有価証券の取得による支出 △25,900 －

投資有価証券の売却による収入 － 3,196

関係会社株式の取得による支出 － △229,877

貸付金の回収による収入 5,120 －

その他 △1,040 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △136,431 △458,607

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △179,830 △176,169

自己株式の取得による支出 △35,465 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △215,295 △176,174

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 60,906 △272,822

現金及び現金同等物の期首残高 1,626,478 1,703,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,687,384 1,430,424
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項ありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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（１）生産、受注及び販売の状況 

①事業部門別生徒数の状況  

  

  ②事業部門別売上高の状況 

（注）１．生徒数は、第２四半期会計期間末現在の在籍人数を記載しております。  

２．（総合教育部門）は、アナップ、サイエンスラボ、こどもカレッジ、レゴ エデュケーション センター、

ＣＵＰＳ、E-Lecture外部生（インターネットレッスン受講生）によるものであります。 

３．「その他」は、予備校等の運営ノウハウの販売等によるものであります。 

４．売上高には、消費税等は含まれておりません。  

  

４．補足情報

報告セグメント 

  

 事業部門 

  

前第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日） 

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日） 

生徒数（人） 生徒数（人）

教育事業 

  

（中学受験指導部門） 

進学館  2,234  2,159

（高校受験指導部門） 

開進館  4,516  4,207

（大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程  1,100  1,158

（大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程  5,039  5,100

（個別受験指導部門） 

個別館  4,808  4,990

（総合教育部門） 
 2,230  2,304

不動産賃貸     －  －

その他    －  －

合 計  19,927  19,918

報告セグメント 事業部門 

前第２四半期累計期間
 （自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日） 

当第２四半期累計期間
 （自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日） 

売上高（千円） 売上高（千円）

教育事業 

  

（中学受験指導部門） 

進学館  519,822  514,574

（高校受験指導部門） 

開進館  821,297  793,286

（大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程  194,852  210,898

（大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程  1,178,050  1,272,541

（個別受験指導部門） 

個別館  914,228  974,483

（総合教育部門） 
 171,678  173,739

 不動産賃貸    47,256  51,727

その他    26,984  32,769

 合 計  3,874,170  4,024,021
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