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

 

(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3月期第2四半期 18,342 △8.8 2,000 2.9 1,847 △8.1 689 △34.8

22年3月期第2四半期 20,117 △2.8 1,944 18.8 2,009 26.3 1,058 ―

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 40.11 ―

22年3月期第2四半期 56.15 ―

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 25,606 9,761 36.4 539.75
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2四半期  9,321百万円 22年3月期  8,654百万円

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 ― 6.00 ― 10.00 16.00

23年3月期 ― 10.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

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） 
（％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 37,100 △6.5 3,200 8.7 2,930 1.8 1,200 △18.1 70.02



(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 

（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】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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P．４「その他の情報」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 有

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3月期2Q 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2Q  1,603,158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2Q 17,197,914株 22年3月期2Q 18,846,476株



  

  

※ 当社は、以下のとおりアナリスト向け決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料については、

開催日以降当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年11月12日（金）……アナリスト向け決算説明会  
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）におけるわが国の経済は、企業収

益の改善があったものの、雇用情勢は依然として厳しく海外景気の失速や円高の進行への不安・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、さらに少子化による学齢人口減少の影響もあっ

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。 

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分野に特化することに

より、一層の成長を目指しております。また、平成21年12月に業務資本提携関係を結んだ㈱増進会出版社（Ｚ会

グループ）と積極的に協働し、Ｚ会の通信教育教材と当社の対面スクーリングを組み合わせた新形態のサービス

の創出、教材の共同開発と販売ルートの拡大、Ｚ会会員出身者を当社学習塾講師として採用するなどの施策を推

進しております。 

当第２四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、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）がやや伸び悩んだことなどから、売上高は18,342百万円（前年同期比8.8％減）となり

ました。他方、広告宣伝に注力したことで販売促進費用が増加傾向にありましたが、事業の再編・分離に伴いコ

スト面の効率化が進んだこともあって、営業利益は2,000百万円（同2.9％増）に上昇しました。また、経常利益

は投資不動産に関連する費用の計上等により1,847百万円（同8.1％減）、四半期純利益は、投資有価証券評価損

や効率化に伴う減損損失、資産除去債務の発生等もあり689百万円（同34.8％減）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２四半期連結累計期間は、生徒数が

期首に前年同期を下回る水準でスタートしたものの、平成22年９月末には前年同期実績を上回るまでに回復し

ました。教室展開につきましては、３校を新設（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380校体制（併設64校を含む）となりました。運営面では、毎年夏に

日本屈指のスケールで開催している学力向上イベント「栄光の森」におきまして、合宿形態の集中指導に加

え、通学形態のコースの拡大・充実を図ったことにより、参加者は初めて10,000名を超えました。 

当第２四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67,394名（前年同期比1.4％減）にとど

まったことにより、売上高は15,217百万円（同2.0％減）、セグメント利益は、認知度の向上に向けたテレビＣ

Ｍの放映等に伴う広告宣伝費の増加等により2,632百万円（同5.9％減）となりました。ただし、生徒数につき

ましては、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）の期中平均生徒数の状況

（前年同期比2.5％減）から改善しております。 

なお、当第２四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）、東所沢校（埼玉県） 

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９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 

301 校  30 校 49 校 380 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２四半

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、教育コンテンツ部門及び派遣・紹介部門等が

やや伸び悩んだことにより、売上高は2,461百万円（前年同期比8.8％減）、セグメント利益は345百万円（同

1.1％減）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２四半期連結

累計期間のセグメントの業績は、売上高は664百万円（前年同期比65.0％減）となりましたが、セグメント利益

は、ホテル部門の分離による効率化に加えて印刷部門におけるコスト抑制等もあり、15百万円（前年同期132百

万円の営業損失）と黒字転換しました。 

   

（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２四半期連結会計期間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2,213百万円減少し、

25,606百万円（前期末比8.0％減）となりました。これは主に、季節的要因による売掛債権の回収による減少等

であります。 

負債の額は、前連結会計年度末に比べ、2,819百万円減少し、15,845百万円（同15.1％減）となりました。こ

れは主に、借入金の返済及び買掛債務の減少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、606百万円増加し、9,761百万円（同6.6％増）となりました。これ

は主に、四半期純利益が689百万円計上され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２四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244百万円増加し、

4,606百万円となりました。 

当第２四半期連結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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の発生及び売掛債権の回収等により、

2,625百万円の収入（前年同期比20.8％増）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、

622百万円の支出（前年同期388百万円の支出）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、借入金の返済を進めたことにより、1,758百万円の支出（同189百万

円の収入）となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社は、昨今の厳しい経営環境を踏まえ、英語教育サービス市場の開拓及び教育ソリューション事業の顧客基

盤との相互補完によるシナジー効果を目指して、平成22年10月５日に、㈱ネリーズグループ（英語教材を中心と

する書籍販売）、㈱サクソンコートパブリッシング（英語教材の出版・販売）、㈱シェーンランゲージサービス

（英会話講師の派遣）の３社を完全子会社化しました。これに伴う連結業績への影響は、各社の事業計画等を確

認中のため、現時点では未確定であります。 

上記の影響を除くと、当第２四半期連結累計期間における業績が概ね計画どおりに推移しており、当社グルー

プの主力である教育事業の学習塾部門の生徒数も、平成22年９月末時点では前年同期の水準を上回るなど概ね回

復基調で推移していることから、前回発表（平成22年８月３日付）の業績予想に変更はありません。 

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２四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 

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 

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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益は19,963千円、営業利益及び経常利益は26,665千円減

少し、税金等調整前四半期純利益は204,231千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 

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、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、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、当第２四半期連結累計期間の売上高は190,717千円減少、売上原

価は250,115千円減少、売上総利益及び営業利益はそれぞれ59,398千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）」1,990,919千円、「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）」45,529千

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、

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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 5,108,535 4,898,695

受取手形及び売掛金 1,011,095 2,409,191

有価証券 15,776 19,937

商品及び製品 535,748 695,383

仕掛品 198,624 165,863

原材料及び貯蔵品 60,322 79,809

販売用不動産 77,540 77,540

その他 2,143,960 2,432,945

貸倒引当金 △15,467 △28,850

流動資産合計 9,136,136 10,750,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,649,278 10,475,680

減価償却累計額 △2,832,866 △4,531,285

建物及び構築物（純額） 3,816,411 5,944,394

土地 2,623,307 3,771,593

その他 1,885,886 2,276,825

減価償却累計額 △1,442,686 △1,662,818

その他（純額） 443,199 614,007

有形固定資産合計 6,882,918 10,329,995

無形固定資産   

のれん 171 342

その他 893,564 836,214

無形固定資産合計 893,736 836,557

投資その他の資産   

投資不動産 4,942,228 －

減価償却累計額 △1,838,919 －

投資不動産（純額） 3,103,309 －

敷金及び保証金 3,388,311 3,541,349

その他（純額） 2,640,744 2,762,486

貸倒引当金 △438,808 △401,130

投資その他の資産合計 8,693,557 5,902,705

固定資産合計 16,470,212 17,069,258

資産合計 25,606,349 27,819,774
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 511,583 960,685

短期借入金 5,188,873 7,533,007

1年内償還予定の社債 100,000 154,600

未払法人税等 167,667 437,149

返品調整引当金 3,113 33,111

事業整理損失引当金 － 262,204

その他 3,280,650 3,658,738

流動負債合計 9,251,888 13,039,496

固定負債   

社債 150,000 200,000

長期借入金 4,488,668 3,381,998

退職給付引当金 1,470,132 1,390,018

その他 484,373 653,125

固定負債合計 6,593,175 5,625,142

負債合計 15,845,063 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 2,527,782 2,529,702

利益剰余金 5,782,764 5,265,568

自己株式 △663,867 △719,464

株主資本合計 9,339,390 8,768,517

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,894 △113,696

評価・換算差額等合計 △17,894 △113,696

少数株主持分 439,788 500,314

純資産合計 9,761,285 9,155,135

負債純資産合計 25,606,349 27,819,774
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 20,117,080 18,342,693

売上原価 13,645,089 12,475,160

売上総利益 6,471,990 5,867,533

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 － 790,620

給料及び手当 1,409,966 1,105,625

退職給付費用 27,758 26,234

役員退職慰労引当金繰入額 20,383 －

貸倒引当金繰入額 － 1,261

その他 3,069,452 1,943,144

販売費及び一般管理費合計 4,527,560 3,866,885

営業利益 1,944,430 2,000,647

営業外収益   

受取利息 5,406 10,676

受取配当金 14,453 14,415

投資事業組合運用益 129,610 －

受取賃貸料 － 197,213

その他 27,915 13,144

営業外収益合計 177,386 235,450

営業外費用   

支払利息 83,787 71,341

貸倒引当金繰入額 － 27,922

賃貸費用 － 260,060

その他 28,433 29,720

営業外費用合計 112,221 389,045

経常利益 2,009,595 1,847,053

特別利益   

固定資産売却益 2,805 435

貸倒引当金戻入額 309,026 －

保険解約返戻金 － 34,225

その他 52,308 8

特別利益合計 364,140 34,668
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（単位：千円）

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

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

特別損失   

固定資産売却損 210 90,268

固定資産除却損 118,486 9,870

投資有価証券評価損 45,699 201,000

役員退職功労金 232,220 －

減損損失 78,622 150,007

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 122,278

その他 60,564 52,009

特別損失合計 535,803 625,433

税金等調整前四半期純利益 1,837,932 1,256,288

法人税、住民税及び事業税 526,849 131,854

法人税等調整額 255,409 413,294

法人税等合計 782,258 545,149

少数株主損益調整前四半期純利益 － 711,138

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,625 21,233

四半期純利益 1,058,299 689,905
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 11,163,140 10,306,677

売上原価 7,051,264 6,536,535

売上総利益 4,111,876 3,770,142

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 689,843 520,303

退職給付費用 13,773 12,995

その他 1,434,674 1,245,738

販売費及び一般管理費合計 2,138,291 1,779,037

営業利益 1,973,585 1,991,105

営業外収益   

受取利息 2,284 4,176

受取配当金 2,456 3,045

受取賃貸料 － 93,888

還付加算金 7,308 －

その他 12,476 9,668

営業外収益合計 24,525 110,778

営業外費用   

支払利息 41,748 33,525

貸倒引当金繰入額 － 19,045

投資有価証券売却損 291 －

自己株式取得費用 17,370 －

賃貸費用 － 128,842

その他 5,168 15,838

営業外費用合計 64,578 197,251

経常利益 1,933,532 1,904,631

特別利益   

固定資産売却益 182 －

貸倒引当金戻入額 227,646 3,675

保険解約返戻金 － 34,225

その他 54,098 －

特別利益合計 281,927 37,900

特別損失   

固定資産売却損 50 90,061

固定資産除却損 40,729 2,561

投資有価証券評価損 25,540 16,941

減損損失 41,007 34,757

支払違約金 － 46,693

その他 15,476 4,315

特別損失合計 122,804 195,331

税金等調整前四半期純利益 2,092,654 1,747,200

法人税、住民税及び事業税 470,593 55,650

法人税等調整額 311,441 661,224

法人税等合計 782,035 716,874

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,030,326

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,318 △13,945

四半期純利益 1,309,300 1,044,271
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 1,837,932 1,256,288

減価償却費 521,816 527,251

減損損失 78,622 150,007

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） △413,148 27,165

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 △19,860 △25,092

支払利息 83,787 71,341

投資有価証券売却損益（△は益） 561 －

投資有価証券評価損益（△は益） 45,699 201,000

投資事業組合運用損益（△は益） △129,610 7,414

売上債権の増減額（△は増加） 1,355,381 1,257,522

たな卸資産の増減額（△は増加） 134,839 133,454

仕入債務の増減額（△は減少） △585,857 △413,540

その他 △226,300 △330,353

小計 2,236,694 2,984,736

法人税等の支払額 △317,631 △400,250

法人税等の還付額 255,259 41,074

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,174,321 2,625,560

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 △653,622 △324,013

有形固定資産の売却による収入 22,528 46,774

投資有価証券の取得による支出 △75,961 －

投資有価証券の売却による収入 102,135 －

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 16,763 13,180

利息及び配当金の受取額 20,337 24,603

その他 179,176 △150,754

投資活動によるキャッシュ・フロー △388,643 △622,133

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） 1,740,000 △1,746,668

長期借入れによる収入 － 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,216,572 △1,290,794

社債の償還による支出 △104,600 △104,600

自己株式の取得による支出 △39 △15

自己株式の売却による収入 － 52,340

配当金の支払額 △116,448 △177,500

利息の支払額 △84,806 △70,446

少数株主への配当金の支払額 － △81,700

その他 △28,506 △139,230

財務活動によるキャッシュ・フロー 189,027 △1,758,615

現金及び現金同等物に係る換算差額 343 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,975,049 244,784

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 3,283,905 4,606,161

㈱栄光(9789)　平成23年３月期　第２四半期決算短信

－ 10 －



 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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで） 

  

前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９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  8,904,064  1,285,668 973,408  11,163,140 － 11,163,140

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
8,376 419,148 252,265 679,790 (679,790) － 

計 8,912,440 1,704,816 1,225,674 11,842,930 (679,790) 11,163,140

  営業利益又は営業損失(△) 2,318,234 167,471 △57,571 2,428,135 (454,549) 1,973,585

  
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  15,520,345 2,699,826 1,896,908  20,117,080  － 20,117,080

(2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 18,516 910,612 665,600  1,594,728 (1,594,728)  －

計  15,538,861 3,610,438 2,562,508  21,711,808 (1,594,728) 20,117,080

  営業利益又は営業損失(△)  2,796,242 349,378 △132,484  3,013,136 (1,068,706) 1,944,430

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２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９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。  

当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９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。  

  （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  15,217,251  2,461,066  17,678,317  664,375  18,342,693

セグメント間の内部売上高又は振替
高  9,884  881,822  891,707  686,238  1,577,945

計  15,227,136  3,342,889  18,570,025  1,350,614  19,920,639

セグメント利益  2,632,133  345,699  2,977,832  15,871  2,993,703

  （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  8,783,097  1,206,879  9,989,976  316,700  10,306,677

セグメント間の内部売上高又は振替
高  4,601  380,819  385,420  279,564  664,984

計  8,787,698  1,587,698  10,375,397  596,264  10,971,662

セグメント利益又は損失(△)  2,308,425  158,870  2,467,295  △17,242  2,450,053
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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） 

  

当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで） 

（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。 

当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで） 

（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） 

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）

利益 金額

報告セグメント計  2,977,832

「その他」の区分の利益  15,871

セグメント間取引消去  △2,995

全社費用（注）  △990,061

四半期連結損益計算書の営業利益  2,000,647

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  2,467,295

「その他」の区分の利益  △17,242

セグメント間取引消去  10,141

全社費用（注）  △469,089

四半期連結損益計算書の営業利益  1,991,105

（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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（重要な後発事象） 

業務資本提携、第三者割当による新株式の発行 

当社は、平成22年10月15日開催の取締役会において、当社の業務資本提携先である株式会社増進会出版社と

の間で、提携の拡充を目的とした業務資本提携契約の締結、及び株式会社増進会出版社を割当先とする第三者

割当による新株式の発行を決議いたしました。 

１．業務資本提携先の概要 

（１）名称              株式会社増進会出版社 

（２）所在地             静岡県駿東郡長泉町下土狩字柄在家105番地の17 

（３）代表者の役職・氏名       代表取締役社長 加藤 文夫 

（４）事業内容            通信教育事業、首都圏及び関西圏での教室事業、出版事業、

                   模擬試験の運営 

（５）資本金             264百万円 

  

２．業務提携の概要 

 平成21年12月29日締結の業務資本提携における提携項目に、以下の項目を追加しております。  

（１）学習指導サービスの相互協力 

（２）教材共有・共同開発の相互協力 

（３）講師募集及び研修等人材関連の相互協力 

（４）イベントの共催及び共同広告等の営業関連の相互協力  

（５）社会人向けサービスでの協業 

  

３．第三者割当による新株式発行の概要   

（１）発行する株式の種類及び数    普通株式 3,000,000株 

（２）発行価額            １株につき金381円 

（３）発行価額の総額         1,143,000,000円 

（４）資本組入額           １株につき金191円 

（５）資本組入額の総額        573,000,000円 

（６）発行のスケジュール       申込期間 平成22年11月15日 

                   払込期日 平成22年11月15日 

（７）資金の使途 

 英語教育事業への投資、教材開発等、主に株式会社増進会出版社と協働して推進する施策に必要

な資金に充当 

（８）その他 

 株式会社増進会出版社は、当社との業務資本提携を前提として、中長期的に当該第三者割当増資

により割り当てられる当社株式を保有する意向であり、当社と株式会社増進会出版社との間で、当

該株式について、株式会社増進会出版社が原則として払込期日から平成25年１月14日まで継続して

保有することを合意しております。   

（７）その他注記情報
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