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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 8,167 △2.3 92 △25.1 98 23.3 △434 ―
22年3月期第2四半期 8,361 0.2 123 △43.3 79 △51.8 △73 ―

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 △53.23 ―
22年3月期第2四半期 △8.97 ―

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 9,208 2,450 26.6 300.13
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2四半期  2,450百万円 22年3月期  2,910百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 3.00 3.00

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  有   

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 16,900 1.2 330 28.2 330 59.8 △320 ― △39.20



(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 

(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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  436,778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2Q 8,163,283株 22年3月期2Q 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２四半期連結累計期間）  

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、企業部門での好調な輸出や家計部門での景気刺激策の効果

などにより、緩やかな回復を続けてきましたが、秋口以降の円高進行や景気刺激策終了に伴う需要の反動減など

から、期末にかけて足踏み状態となり、先行きの不透明感が一層増す状況となりました。 

このような環境のなか、当社の属する教育業界においては、家計部門の消費抑制傾向に応じた授業料の低価格

化が進んでおり、各社とも業績の維持・拡大に向けて、新商品の開発や収益基盤の再構築等に取り組んでおりま

す。 

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

直しによる収益力強化を図ってまいりました。一流講師の授業をオンデマンドで配信する大学受験速習講座「マ

イ速」の講義ラインナップを拡充するとともに、中学・高校受験に対応したコンテンツの制作を開始し、指導者

による映像授業のフォローや進学相談等にも一層注力しております。 

個別型教室「個別指導Axis（アクシス）」においては、学習プランの提案力向上など一人ひとりのニーズへの

対応を強化しながら、この10月までに青森県、群馬県、京都府、宮崎県にて新たに４校を開校するなど引き続き

事業拡大を進めてまいりました。また、ＦＣ（フランチャイズ）個別型教室の開校も順次進行中で、10月末現在

５校となりました。家庭教師部門においても、33都道府県の教室展開で実績をあげてきたAxisブランドとの相乗

効果を計りながら、新たな収益の柱とするべく営業活動を展開しております。 

国内子会社各社は、グループ内での連携を図りながら、eラーニング、教育専門のITソリューションビジネ

ス、映像・アニメコンテンツの企画・制作の各分野において幅広く事業を推進してまいりましたが、来春の国内

グループ会社統合（平成23年４月に当社が国内３子会社を吸収合併)に向け、秋口から営業・管理体制の再構築

を開始しました。来春からは、現㈱ワオネットの技術と当社のノウハウを融合したeラーニング事業、現㈱アー

トスタッフの営業力・技術力と当社のノウハウを融合したITソリューション事業、現㈱ワオワールドの営業力・

技術力と当社のノウハウを融合したエデュケーション・アンド・エンターテインメント事業として、装い新たに

強化されてスタートする予定であります。 

海外子会社や持分法適用会社については、投資回収が長期化する会社はあるものの、総じて事業は計画通りに

推移しております。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高81億67百万円（前年同期比2.3％減）、営業利益

92百万円（前年同期比25.1％減）、経常利益98百万円（前年同期比23.3％増）となり、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などから、四半期純損失４億34百万円（前年同期比３億61百万円の

損失増加）となりました。 

  

 （当第２四半期連結会計期間） 

 当第２四半期連結会計期間における当社は、教育事業の学習塾部門において、生徒数は概ね想定どおりに推移

したものの、当初９月に予定していた秋の特別講座が10月に実施されたこと、期首に単価引き下げを行った影響

などから、利益率の高い集合型教室中心に既存校売上が想定をやや下回りました。その他事業においては、映像

制作を行う子会社において上半期に納品予定であった受注案件の納期変更により売上が下半期にずれ込んだこと

などから、当初想定の業績には至りませんでした。 

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高47億70百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益

６億40百万円（前年同期比7.7％減）、経常利益６億35百万円（前年同期比6.0％減）、四半期純利益２億84百万

円（前年同期比9.7％減）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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（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２四半期連結会計期間末の総資産は92億８百万円となり、前連結会計年度末と比較して、５億41百万円

（5.5%）の減少となりました。その主な要因は、現金及び預金が60百万円（5.5%）減少したこと、受取手形及び

売掛金が２億49百万円（41.5%）減少したこと、商品及び製品等たな卸資産が75百万円（22.3%）減少したこと、

流動資産及び固定資産の「その他」に含まれる繰延税金資産の合計額が99百万円（18.1%）減少したことなどで

あります。 

 負債合計は67億58百万円となり、前連結会計年度末と比較して80百万円（1.2%）の減少となりました。その主

な要因は、長期・短期借入金及び社債が１億28百万円（3.0%）減少したこと、支払手形及び買掛金が１億39百万

円（88.7%）減少したこと、流動負債の「その他」に含まれる未払金が２億40百万円（45.0%）が減少したこと、

一方で、未払法人税等が62百万円（176.8%）増加したこと、資産除去債務が４億38百万円増加したことなどであ

ります。 

 純資産は24億50百万円となり、前連結年会計年度末と比較して４億60百万円（15.8%）の減少となりました。

その主な要因は、四半期純損失４億34百万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４億59百万円

（54.2%）減少したことであります。 

  

（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10億35百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て60百万円の減少となりました。また、前年同四半期末と比較して１億52百万円の増加となりました。 

 営業活動による資金の増加は３億24百万円（前年同期比１億60百万円の流入増）となりました。その主な要因

は、減価償却費、出資金償却費、資産除去債務にかかる特別損失など非資金項目が６億67百万円となったこと、

売上債権が２億49百万円減少したこと、たな卸資産が75百万円減少した一方、仕入債務が１億39百万円減少した

こと、未払金が２億17百万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２億31百万円(前年同期比33百万円の流出減）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２億46百万円となった一方、差入保証金の差入及び回収による純収入が

６百万円となったことなどであります。 

 財務活動による資金の減少は１億54百万円（前年同期比１億14百万円の流出減）となりました。その主な要因

は、長期・短期借入金の借入・返済による純支出額が78百万円となったこと、社債の償還による支出が50百万円

となったこと、配当金の支払が24百万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 

 近の業績動向等を踏まえ、平成22年５月14日に公表した平成23年３月期の連結業績予想及び配当予想を修正

しております。詳細につきましては、本日（平成22年11月11日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。   

  

（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額を見積り、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 

  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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は10,944千円減少し、また、税金等調整

前四半期純利益は318,914千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432,292千円であります。 

   

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書 

① 「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２四半期連結累計期間、当第２四半期連結会計期間において、それぞれ「少数株主

損益調整前四半期純損失」、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。  

② 前第２四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２四半期連結累計期間では区分掲記しております。 

 なお、前第２四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。 

（４）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。 
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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 1,035,011 1,095,450

受取手形及び売掛金 352,503 602,114

商品及び製品 69,610 169,169

仕掛品 162,534 135,024

原材料及び貯蔵品 31,503 35,068

その他 436,299 533,704

貸倒引当金 △23,511 △32,623

流動資産合計 2,063,951 2,537,909

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,288,001 1,241,444

土地 3,325,739 3,347,708

その他（純額） 338,679 304,702

有形固定資産合計 4,952,420 4,893,855

無形固定資産 253,147 253,269

投資その他の資産   

差入保証金 1,413,548 1,416,913

その他 616,545 740,472

貸倒引当金 △90,666 △92,472

投資その他の資産合計 1,939,427 2,064,913

固定資産合計 7,144,995 7,212,038

資産合計 9,208,946 9,749,947

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,668 157,018

短期借入金 1,691,667 1,900,000

1年内返済予定の長期借入金 703,333 690,000

1年内償還予定の社債 60,000 80,000

未払法人税等 98,278 35,502

賞与引当金 211,102 203,072

校閉鎖損失引当金 13,583 26,270

資産除去債務 20,928 －

その他 1,005,508 1,313,643

流動負債合計 3,822,071 4,405,507

固定負債   

社債 180,000 210,000

長期借入金 1,570,667 1,454,000

退職給付引当金 355,771 336,035
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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) 

資産除去債務 418,005 －

その他 412,414 434,262

固定負債合計 2,936,858 2,434,297

負債合計 6,758,930 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 387,736 846,770

自己株式 △92,016 △92,000

株主資本合計 2,451,204 2,910,255

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 328 1,150

為替換算調整勘定 △1,516 △1,263

評価・換算差額等合計 △1,188 △112

純資産合計 2,450,016 2,910,142

負債純資産合計 9,208,946 9,749,947
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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 8,361,911 8,167,118

営業費用 6,033,716 6,054,227

営業総利益 2,328,195 2,112,890

販売費及び一般管理費 2,204,973 2,020,538

営業利益 123,221 92,352

営業外収益   

受取利息 655 605

受取配当金 219 175

持分法による投資利益 － 6,838

受取手数料 4,470 3,915

保険配当金 － 16,666

催事配映収入 9,086 2,114

その他 2,393 8,095

営業外収益合計 16,825 38,410

営業外費用   

支払利息 35,505 32,126

持分法による投資損失 13,588 －

その他 11,152 244

営業外費用合計 60,246 32,371

経常利益 79,800 98,391

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,611 8,944

移転補償金 － 11,639

受取違約金 20,573 －

特別利益合計 29,185 20,584

特別損失   

固定資産売却損 － 16,197

固定資産除却損 2,607 2,933

減損損失 － 19,542

校閉鎖損失 45,990 15,190

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 307,969

出資金評価損 － 17,690

貸倒引当金繰入額 67,403 －

特別損失合計 116,001 379,524

税金等調整前四半期純損失（△） △7,015 △260,549

法人税、住民税及び事業税 57,701 74,341

法人税等調整額 8,482 99,652

法人税等合計 66,184 173,994

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △434,544

四半期純損失（△） △73,200 △434,544
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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 4,907,512 4,770,992

営業費用 3,169,769 3,153,879

営業総利益 1,737,742 1,617,112

販売費及び一般管理費 1,043,345 976,232

営業利益 694,396 640,880

営業外収益   

受取利息 489 460

持分法による投資利益 － 79

受取手数料 2,562 2,145

催事配映収入 9,086 1,970

その他 566 5,866

営業外収益合計 12,705 10,522

営業外費用   

支払利息 17,685 16,240

持分法による投資損失 2,897 －

その他 10,548 77

営業外費用合計 31,131 16,318

経常利益 675,970 635,084

特別利益   

貸倒引当金戻入額 △3,423 △5,271

移転補償金 － 11,639

受取違約金 20,573 －

特別利益合計 17,150 6,368

特別損失   

固定資産除却損 2,462 743

校閉鎖損失 21,784 5,899

出資金評価損 － 17,690

貸倒引当金繰入額 67,403 －

特別損失合計 91,650 24,333

税金等調整前四半期純利益 601,470 617,119

法人税、住民税及び事業税 31,932 53,737

法人税等調整額 254,510 278,812

法人税等合計 286,442 332,549

少数株主損益調整前四半期純利益 － 284,569

四半期純利益 315,027 284,569
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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損失（△） △7,015 △260,549

減価償却費 255,779 209,989

出資金償却費 － 72,622

社債発行費 3,274 －

減損損失 － 19,542

出資金評価損 － 17,690

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66,315 △10,908

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,433 8,030

校閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 3,444 6,231

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,669 19,736

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 △874 △780

支払利息 35,505 32,126

持分法による投資損益（△は益） 13,588 △6,838

固定資産売却損益（△は益） － 16,197

固定資産除却損 2,462 4,545

校閉鎖損失 61 3,138

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 307,969

受取違約金 △20,573 －

売上債権の増減額（△は増加） 180,036 249,578

たな卸資産の増減額（△は増加） 228,793 75,614

前受授業料等収入の増減額（△は減少） △52,909 △18,757

仕入債務の増減額（△は減少） △89,425 △139,349

未払金の増減額（△は減少） △247,148 △217,398

その他 △95,522 △38,547

小計 294,402 349,885

利息及び配当金の受取額 870 1,280

利息の支払額 △33,834 △30,802

法人税等の支払額 △97,483 4,322

営業活動によるキャッシュ・フロー 163,955 324,685

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 △180,305 △189,481

有形固定資産の売却による収入 － 6,580

無形固定資産の取得による支出 △31,607 △57,109

差入保証金の差入による支出 △142,658 △34,106

差入保証金の回収による収入 94,596 40,390

その他 △5,029 2,716

投資活動によるキャッシュ・フロー △265,003 △231,011
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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) 

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 900,000 800,000

短期借入金の返済による支出 △1,200,000 △1,008,333

長期借入れによる収入 300,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △487,000 △370,000

社債の発行による収入 296,725 －

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

長期未払金の返済による支出 △4,256 △1,307

自己株式の取得による支出 － △15

配当金の支払額 △24,398 △24,360

財務活動によるキャッシュ・フロー △268,929 △154,017

現金及び現金同等物に係る換算差額 410 △95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △369,567 △60,438

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 882,984 1,035,011
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 該当事項はありません。  

  

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） 

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） 

 （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） 

 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） 

 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。 

  

（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 
 4,586,195    321,316    4,907,512    －    4,907,512

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 873    196,351    197,225    (197,225)    －

計  4,587,068    517,668    5,104,737    (197,225)    4,907,512

営業利益又は営業損失

（△） 
 1,156,196    △49,037    1,107,158    (412,762)    694,396

                    

  
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 
 7,806,140    555,771    8,361,911    －    8,361,911

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,206    431,987    435,193    (435,193)    －

計  7,809,346    987,758    8,797,105    (435,193)    8,361,911

営業利益又は営業損失

（△） 
 1,000,548    △67,601    932,946    (809,725)    123,221

                    

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 …… 教育事業に係る印刷物の企画・販売、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】
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 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） 

 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。 

  

 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） 

 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。 

   

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） 

（注）１ セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△634,497千円には、セグメント間消去15,177千円及び各

報告セグメントに配分されない全社費用△649,675千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利益と調整を行っております。 

  

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） 

（注）１ セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△297,854千円には、セグメント間消去4,756千円及び各

報告セグメントに配分されない全社費用△302,611千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利益と調整を行っております。 

  

【海外売上高】

【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  7,705,495    461,622    8,167,118    －    8,167,118

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 4,814    158,476    163,291   △163,291   －

計  7,710,309    620,099    8,330,409   △163,291   8,167,118

セグメント利益又はセグメント

損失（△） 
 818,375    △91,525    726,850   △634,497   92,352

   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  4,553,171    217,820    4,770,992    －    4,770,992

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,425    59,982    61,408   △61,408   －

計  4,554,596    277,803    4,832,400   △61,408   4,770,992

セグメント利益又はセグメント

損失（△） 
 1,032,878    △94,143    938,734   △297,854   640,880
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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 

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） 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

  

（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等の適用） 

 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」等を適用しております。この結果、当第

２四半期連結累計期間の「教育事業」のセグメント利益は10,122千円減少し、「調整額」のセグメント損失

（△）は821千円増加しております。 

  

（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。 

  

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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（１）経営管理上重要な指標の推移 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないこと、前第２四半期

連結累計期間、当第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期（当期）純損失が計上

されているため、記載しておりません。 

４．従業員数は、就業人数を表示しております。  

  

（２）生産、受注及び販売の状況 

 当社グループは、教育事業を主たる事業としているため、生産、受注はありません。販売の状況については、

「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報」の「（１）連結経営成績に関する定性的情報」に含めて記載

しております。  

   

４．補足情報

期次 
前第２四半期 
連結累計期間 

当第２四半期 
連結累計期間 

前第２四半期 
連結会計期間 

当第２四半期 
連結会計期間 

前連結会計年度

会計期間 

自平成21年 
４月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年 
４月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年 
７月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年 
７月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年 
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（千円）  8,361,911  8,167,118  4,907,512  4,770,992  16,692,543

経常利益（千円）  79,800  98,391  675,970  635,084  206,548

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（千円） 
 △73,200  △434,544  315,027  284,569  △67,389

純資産額（千円）  －  －  2,945,126  2,450,016  2,910,142

総資産額（千円）  －  －  9,241,328  9,208,946  9,749,947

１株当たり純資産額（円）  －  －  360.78  300.13  356.49

１株当たり四半期純利益又は四半

期（当期）純損失（△）（円） 
 △8.97  △53.23  38.59  34.86  △8.26

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円） 
 －        －  －       －       －

自己資本比率（％）  －  －  31.9  26.6  29.8

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 163,955  324,685  －  －  519,630

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △265,003  △231,011  －  －  △620,270

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △268,929  △154,017  －  －  △56,749

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
 －  －  882,984  1,035,011  1,095,450

従業員数（名）  －  －  935  911  919
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