
平成23年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年12月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 アルク 上場取引所 大 

コード番号 2496 URL http://alc.irbridge.com/ja/Top.html
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 平本 照麿

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 今西 英明 TEL 03-3323-1276
四半期報告書提出予定日 平成22年12月15日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年1月期第3四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年10月31日） 

（注）22年1月期は決算期変更（毎年５月末日から毎年１月末日へ変更）により変則８ヶ月間（平成21年６月１日から平成22年１月31日まで）となっておりま
す。このため、22年１月期は第３四半期決算短信を作成しておりませんので、前年同四半期の連結経営成績（累計）および対前年同四半期増減率は記載
しておりません。 

(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1月期第3四半期 5,757 ― △48 ― △58 ― △118 ―

22年1月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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1月期第3四半期 △1,056.11 ―

22年1月期第3四半期 ― ―

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1月期第3四半期 5,749 1,397 23.8 12,170.72
22年1月期 5,662 1,505 26.3 13,226.84

（参考） 自己資本   23年1月期第3四半期  1,369百万円 22年1月期  1,488百万円

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1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年1月期 ― 0.00 ―

23年1月期 
（予想）

50.00 50.00

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1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  
（注）22年1月期は決算期変更（毎年５月末日から毎年１月末日へ変更）により対前期（平成21年６月１日から平成22年１月31日まで）は変則８ヶ月間となっ
ております。このため、22年１月期は第３四半期決算短信を作成しておりませんので、対前期増減率は記載しておりません。 

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 7,580 ― 128 ― 78 ― 28 ― 250.00



(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） 

（注）22年1月期は決算期変更（毎年５月末日から毎年１月末日へ変更）により変則８ヶ月間（平成21年６月１日から平成22年１月31日まで）となってお
ります。このため、22年１月期は第３四半期決算短信を作成しておりませんので、期中平均株式数（四半期累計）の22年１月期３Ｑについては記載し
ておりません。 

※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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しました。 

※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、四半期決算短信（添付資料）４ページ「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】P５「２.その他」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 無

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1月期3Q 112,500株 22年1月期  112,500株

② 期末自己株式数 23年1月期3Q  ―株 22年1月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期3Q 112,500株 22年1月期3Q  ―株
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当第３四半期連結累計期間の財務諸表等に関する定性的情報は、以下のとおりであります。また前連
結会計年度の決算期変更（5月末日より1月末日）に伴い、前連結会計年度は平成21年６月１日から平成
22年1月31日までの変則８ヶ月間となっております。このため、前連結会計年度は第３四半期決算短信
を作成しておりませんので、前年同四半期比の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間の世界経済は、欧米で緩やかな回復基調が見られたものの、依然として金
融信用不安や高い失業率の継続による先行き不透明感が強まりました。その環境にあってわが国経済
は、新興国の需要増加によるアジア向けの輸出・生産活動に回復の兆しがみられた結果、企業収益が回
復傾向を示してまいりました。しかしながら、円高の進行や企業の設備投資抑制や雇用意欲減退もあり
個人消費は伸び悩み依然として不安定な状況が続いております。 
  当社グループが属する教育業界では、更なる世界基準での国際競争力を求める社会情勢もあり、グロ
ーバル社会で通用する人材の育成に一層の関心が高まった状況となりました。 
 この様な状況の下、当社グループでは中期経営計画の各関連事業分野における重点課題解決に取り組
み、また間接業務の整備によるコスト削減を目的に業務フロー等の見直しを行いより一層の効率化をは
かることで、中期的且つ経常的に利益を獲得できる企業体質へ変貌を遂げられるよう注力してまいりま
した。 
 その結果、連結売上高は5,757百万円、営業損失は48百万円、経常損失は58百万円、四半期純損失は
118百万円となりました。 
 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

 [教育事業] 
 当第３四半期連結累計期間では、通信教材（印刷物および音声データによる。）においては既 

 存顧客の継続受講数の増加と同顧客の紹介等による新規顧客獲得数は目標に対して堅調に推移し  
 てまいりました。しかしながら、語学教育市場におけるＩＴ環境利用の無料コンテンツの台頭、 
 手軽さのある他社提供の低価格通信教材の出現、社会・経済環境の悪化による収入への不安もあ 
 り、顧客獲得数は目標には至っておりません。eラーニング教材では、当社サービス名「アルク 
 ネットアカデミー2」のＡＳＰ（インターネットを経由して、サーバー上のアプリケーションソ 
 フトを利用するサービスの意。）環境によるサービス提供は企業マーケット、文教マーケット 
 （学校等、教育機関の意。）共に堅調に推移してまいりました。しかしながら、同教材のイント 
 ラネット（組織内部ネットワークの意。）環境による納品件数は、教育機関のわが国における政 
 府方針などの影響による予算削減等の影響もあり獲得数は目標には至っておりません。 
  デジタル事業では、「語学＋マルチメディアコンテンツ」の企画開発およびその提供に注力し 
 てまいりました。これは主に当社が企画制作した製品（出版物・通信教材）の2次的な利用によ 
 る派生製品が主軸となっており、現在iPhone、iPod touch、アンドロイド携帯など各種携帯端末 
 向けのダウンロード形式によるコンテンツ販売は好調に推移してまいりました。また、電子辞書 
 販売企業へのコンテンツ許諾によるロイヤリティー収入は目標を上回る結果となっております。 
   また、顧客にとって場所を選ばず学べるものとして電子書籍の企画制作を推進してまいりまし 
  た。 
  子ども英語事業では、親子で体験する語学留学として今夏の親子留学提供は好調な結果を得る 
 ことができました。更に児童教育への社会の関心も高まるなか、当社グループでは、「アルクグ 
 ローバルキッズプロジェクト」を立ち上げ、0歳から12歳までの子ども達が、将来、グローバル 
 社会で活躍できる人材に育つよう知育学習サポートするアルクバイリンガルスクールの立上げを 
 推進してまいりました。 
 以上の結果により、売上高は2,932百万円、営業利益は329百万円となりました。 

  

 [出版事業] 
   当第３四半期連結累計期間における出版事業を取巻く環境は、米国アップル社による電子端末 
 iPad、米Amazon.comの日本語表示に対応したキンドルの新モデルの販売開始と電子書籍化への激 
 しい情勢のなか、平成21年度の出版市場規模は2兆円を割り込んだ旨の発表もあり、より一層の 
 厳しい既存の紙・印刷物による販売環境となりました。 
  このような環境の下、単語を主軸としたシリーズヒット作、また出版物＝紙の既成概念を超え 
 デジタル出版教材への展開も踏まえた編集企画力の強化に努め、特に語学+αとしてＥＳＰ（専 
 門分野のための英語）シリーズの制作に注力してまいりました。出版事業で主に課題となってい 
 る、制作原価（紙代・印刷代・その他付帯コスト）や物流経費の高騰、販売窓口である書店の減 
 少など依然として厳しい環境下にあります。そんな中にあって、当社グループが運営するオンラ 
 インショップでは当該事業の約３分の一の販売高を計上し、またその他のバーチャル書店（Ａｍ 
 ａｚｏｎ、楽天等）経由の販売高は、一般書店の一店舗に相当する販売高と同等を計上するなど 
 目覚しい躍進を遂げております。 
  出版事業を牽引する書店営業部および教育サービス開発部では、大型店舗に淘汰される書店の 
 多い中、一層の信頼関係の構築と語学書籍キャンペーンなど販売促進の強化、各販売店向けのソ 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 リューション提案など教育機関向け採用品（教材・副教材として）、大学生協向け販売施策の徹 
 底強化を推進してまいりました。これにより全国的な書店の語学書売場スペースの微増、また教 
 育機関・特に高等学校など学校採用実績数が約500校と昨年と比較し大幅に増加いたしました。 
  しかしながら、当第３四半期連結累計期間より、出版物（単行本）のうち返品による在庫の簿 
 価切り下げについての処理方法を変更いたしました。これにより返品高による原価率の増減が顕 
 著に現れることとなり、前連結会計年度と比較すると売上原価が大幅に増加しております。 
  なお、雑誌（広告掲載物）については書店等の流通販売高、広告売上高ともにかなり厳しい状 
 況となりました。 
 以上の結果により、売上高は1,644百万円、営業損失は36百万円となりました。 

  

 [研修事業] 
 当第３四半期連結累計期間における研修事業では、ギリシャ問題等による欧州経済の環境悪化 

 や欧州経済２次リスクなどの懸念による世界経済情勢の一層の緊張、国内企業はアジア経済、特 
 に新興国の好調な経済環境の下支えもあり企業業績の若干の改善はあるものの、雇用・所得環境 
 の先行き不透明感、政権交代などによる教育機関を含む諸官庁の予算凍結・見直しなどの影響に 
 より、既受注案件の延期・凍結がありました。 
  当社グループにあって主力子会社である株式会社アルク教育社（グローバル人材を育成する総 
 合ソリューション企業）の企業営業が提供する語学研修をより実践的なテーマとした国際コミュ 
 ニケーション能力の育成プログラム、企業マネジメント能力強化を融合した研修プログラムの開 
 発等、顧客ソリューションを研修効果のある顧客にあった様々なプログラム提案に注力してまい 
 りました。 
 以上の結果により、売上高は1,180百万円、営業利益は181百万円となりました。 

  

 [全社経費] 
 当第３四半期連結累計期間における全社経費については、中期経営計画の重点課題の解決に努 

 めつつ、グループ全体の更なるブランド力強化のためのイベント出展などもあり、その結果522 
 百万円となりました。 

  

  

（資産） 
当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べて86百万円増加し、5,749百

万円となりました。 
流動資産は、前連結会計年度末に比べ138百万円増加し、3,874百万円となりました。これは主に現金

及び預金が193百万円の増加、受取手形及び売掛金が87百万円の増加、商品及び製品、仕掛品、貯蔵品
などのたな卸資産が133百万円減少したことによるものであります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べ52百万円減少し、1,874百万円となりました。これは主に有形

固定資産が16百万円の減少、無形固定資産が101百万円の減少、投資その他の資産が64百万円増加した
ことによるものであります。 

  

（負債） 
当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて194百万円増加し、4,352百

万円となりました。 
流動負債は、前連結会計年度末と比べ89百万円増加し、3,270百万円となりました。これは主に支払

手形及び買掛金が88百万円の減少、短期借入金が68百万円の増加、未払法人税等が70百万円増加したこ
とによるものであります。 
固定負債は、前連結会計年度末と比べ105百万円増加し、1,081百万円となりました。これは主に長期

借入金が116百万円増加したことによるものであります。 

  

（純資産） 
当第３四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末と比べ108百万円減少し、1,397百万

円となりました。これは主に利益剰余金が118百万円の減少、少数株主持分が10百万円増加したことに
よるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、営業

活動により156百万円および財務活動により176百万円の資金を獲得したことに対して、投資活動により
181百万円の資金を使用したことにより、前連結会計年度末と比較して147百万円増加の1,342百万円と
なりました。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は156百万円となりました。その主

な要因は、税金等調整前四半期純損失を58百万円および減価償却費を234百万円計上し、たな卸資産の
減少額が133百万円であったことに対して、売上債権の増加額が79百万および仕入債務の減少額が88百
万円であったこと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） 
当第３四半期連結累計期間において投資活動により支出した資金は181百万円となりました。その主

な要因は、定期預金の満期返戻額を差し引いた積立額が45百万円であったこと、有形および無形固定資
産の取得に113百万円の資金を使用したこと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） 
当第３四半期連結累計期間において財務活動により獲得した資金は176百万円となりました。その主

な要因は、短期借入金および長期借入金の借入と返済の純額が185百万円増加したことによるものであ
ります。 

  

今後の見通しにつきましては、当社グループを取巻く経済環境は、引続き厳しい環境のなか当社グル
ープの業績へ極めて厳しい影響があると予想しております。 
 このような状況のなか、当社グループにおきましては引続き平成21年8月20日にてお知らせした中期
経営計画の重点課題解決に取り組んでまいります。また、当社グループを取巻く潜在的な市場規模は、
金融・経済のグローバル化の進展により、長期的にみて引続き拡大傾向にあるものと考えております。
今後は、そういった市場の占有率を高めるべく、各事業セグメントを運営する現場で徹底したマーケテ
ィング強化（プロダクトアウトからマーケットインへ）と戦略・戦術策定およびその実行を行ってまい
ります。またそれによる中期経常的な利益獲得を行えるよう体質改善を行い、その結果として企業価値
の増大を目指してまいります。 
当連結会計年度（平成23年１月期）の業績予想につきましては、平成22年３月17日付発表「平成22年

１月期決算短信」から変更はございません。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 
 ・一般債権の貸倒見積高の算定方法 
   当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率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を使用して貸倒見積高を算定し 
      ております。 
  ・棚卸資産の評価方法 
     当第３四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出する方法によっております。 
 ・原価差異の配賦方法 
   合理的な算定方法による見積金額の計上により原価差異が生じた場合には、年度決算と比 

      較して簡便な方法で実施しております。 
 ・経過勘定項目の算定方法 
   固定的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法に 

      よる概算値で計上する方法によっております。 
 ・法人税等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は、加味する加減算項目や税額控除項目などの重要な 

   ものに限定する方法によっております。 
    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、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。 

  

②特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

棚卸資産の簿価切下げ方法の変更 
 棚卸資産のうち単行本については、従来、一定の回転期間を超えるものについては規則的に帳 

 簿価額を切下げる方法によっておりましたが、昨今の出版市場の環境変化に鑑み、棚卸資産に係 
 る収益性の低下の事実をより適切に財政状態および経営成績に反映させるため、第１四半期連結 
 会計期間より単行本のうち返品により受入れたものについては、個別に帳簿価額を処分見込価額 
 （ゼロ）まで切下げる方法によっております。 
  この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の損益への影響は売上原価を266,410千円（見込額 
 ）増加させ、売上総利益、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益を減少させる結果と 
 なっております。 
  なお、セグメント情報へ与える影響については、出版事業の営業費用に同額が影響し、営業利 
 益を減少させる結果となっており、「3. 四半期連結財務諸表 （５）セグメント情報［事業の 
 種類別セグメント情報］（注）３」に記載しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年10月31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１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,419,057 1,225,702

受取手形及び売掛金 1,379,882 1,292,002

商品及び製品 650,451 762,345

仕掛品 178,379 198,124

貯蔵品 51,480 53,307

その他 217,474 222,319

貸倒引当金 △21,906 △17,934

流動資産合計 3,874,819 3,735,868

固定資産

有形固定資産 807,201 823,443

無形固定資産 453,298 554,604

投資その他の資産

その他 613,979 557,320

貸倒引当金 △235 △8,467

投資その他の資産合計 613,743 548,852

固定資産合計 1,874,243 1,926,900

資産合計 5,749,063 5,662,768

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 367,316 455,432

短期借入金 1,677,314 1,608,724

未払法人税等 77,995 7,036

賞与引当金 46,857 43,030

返品調整引当金 71,803 88,532

その他 1,028,944 978,188

流動負債合計 3,270,230 3,180,945

固定負債

長期借入金 1,023,757 907,262

退職給付引当金 39,232 42,773

負ののれん 2,459 1,747

その他 16,378 24,785

固定負債合計 1,081,827 976,569

負債合計 4,352,058 4,157,515

純資産の部

株主資本

資本金 359,687 359,687

資本剰余金 375,437 375,437

利益剰余金 634,081 752,894

株主資本合計 1,369,206 1,488,019

新株予約権 3,119 2,729

少数株主持分 24,679 14,504

純資産合計 1,397,004 1,505,253

負債純資産合計 5,749,063 5,662,768
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年10月31日)

売上高 5,757,395

売上原価 2,977,594

売上総利益 2,779,801

返品調整引当金戻入額 88,532

返品調整引当金繰入額 71,803

差引売上総利益 2,796,530

販売費及び一般管理費 2,845,509

営業損失（△） △48,979

営業外収益

受取利息 696

保険解約益 6,598

受取補償金 26,880

その他 2,611

営業外収益合計 36,786

営業外費用

支払利息 38,986

為替差損 4,914

その他 1,942

営業外費用合計 45,844

経常損失（△） △58,036

特別損失

固定資産除却損 218

特別損失合計 218

税金等調整前四半期純損失（△） △58,255

法人税、住民税及び事業税 102,457

法人税等調整額 △52,404

法人税等合計 50,053

少数株主利益 10,503

四半期純損失（△） △118,812
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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）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年10月31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（△） △58,255

減価償却費 234,104

のれん償却額 711

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,259

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,826

返品調整引当金の増減額（△は減少） △16,729

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,540

受取利息及び受取配当金 △700

支払利息 38,986

固定資産除却損 218

売上債権の増減額（△は増加） △79,596

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,466

仕入債務の増減額（△は減少） △88,116

前受金の増減額（△は減少） △22,281

未払金の増減額（△は減少） 15,110

未払消費税等の増減額（△は減少） 41,660

その他 30,874

小計 225,478

利息及び配当金の受取額 781

利息の支払額 △39,074

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △30,187

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,998

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 △146,450

定期預金の払戻による収入 100,700

有形固定資産の取得による支出 △35,956

無形固定資産の取得による支出 △77,824

保険積立金の払戻による収入 12,915

差入保証金の差入による支出 △2,211

短期貸付けによる支出 △1,040

短期貸付金の回収による収入 1,881

その他 △33,706

投資活動によるキャッシュ・フロー △181,693

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 8,050,000

短期借入金の返済による支出 △8,098,770

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △666,145

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,135

配当金の支払額 △192

財務活動によるキャッシュ・フロー 176,757

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147,604

現金及び現金同等物の期首残高 1,195,202

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,342,807
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当第３四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年10月31日） 

 該当事項はありません。 

  

     前連結会計年度は決算期を５月31日から１月31日に変更したため、平成21年６月１日から平成22年１月31日まで 

  の変則８ヶ月間となっております。このため、前連結会計年度は第３四半期決算短信を作成しておりませんので、 

  前第３四半期連結累計期間については記載しておりません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年２月１日  至  平成22年10月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、事業の種類、性質の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な製品およびサービス 

(1)教育事業……通信教育用教材、ｅラーニング・デジタル教材、子供英語教室、ジュニア留学斡旋、 

        イベント 

(2)出版事業……単行本、月刊誌、季刊誌（ＭＯＯＫ誌） 

(3)研修事業……国内・海外研修 

３ 「2. その他の情報 （３）会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更の概要」に記載のとおり、当連結 

会計年度の開始の日より、棚卸資産の評価のうち単行本の返品による簿価切下げの方法を変更し、当該棚卸

資産帳簿価額をゼロといたしました。この変更に伴い「出版事業」の営業費用は266,410千円（見込額）増

加し、営業利益が同額減少しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間(自  平成22年２月１日  至  平成22年10月31日) 

   本邦以外の国又は地域に所存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。 

  

 当第３四半期連結累計期間(自  平成22年２月１日  至  平成22年10月31日) 

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

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年10月31日） 

 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)

出版事業
(千円)

研修事業
(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

2,932,066 1,644,928 1,180,400 5,757,395 － 5,757,395

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

－ － － － － －

計 2,932,066 1,644,928 1,180,400 5,757,395 － 5,757,395

営業利益又は営業損失(△) 329,035 △36,519 181,451 473,967 (522,947) △48,979

  【所在地別セグメント情報】

  【海外売上高】

(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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(注) この四半期財務諸表（個別）は、四半期財務諸表等規則に基づき当社が任意で作成したものです。 

  

 
(注) この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象 

   ではありません。 

4. (参考) 四半期財務諸表 (個別)

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年10月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 659,399 500,675

受取手形 － 14,000

売掛金 1,224,487 1,190,555

商品及び製品 648,397 760,300

仕掛品 174,177 197,585

貯蔵品 51,480 53,307

その他 206,485 165,125

貸倒引当金 △8,630 △17,687

流動資産合計 2,955,796 2,863,861

固定資産

有形固定資産 767,715 772,446

無形固定資産 357,800 498,458

投資その他の資産

その他 567,639 512,022

貸倒引当金 △60 △2,633

投資その他の資産合計 567,579 509,389

固定資産合計 1,693,094 1,780,294

資産合計 4,648,891 4,644,155

負債の部

流動負債

支払手形 － 19,676

買掛金 276,522 330,039

短期借入金 835,800 794,570

1年内返済予定の長期借入金 817,466 702,608

未払法人税等 8,861 3,841

賞与引当金 － 15,991

返品調整引当金 71,803 88,532

その他 569,176 683,902

流動負債合計 2,579,630 2,639,161

固定負債

長期借入金 977,133 840,598

退職給付引当金 39,232 42,773

その他 10,735 15,625

固定負債合計 1,027,101 898,997

負債合計 3,606,731 3,538,159

純資産の部

株主資本

資本金 359,687 359,687

資本剰余金 375,437 375,437

利益剰余金 303,915 368,141

株主資本合計 1,039,040 1,103,266

新株予約権 3,119 2,729

純資産合計 1,042,159 1,105,996

負債純資産合計 4,648,891 4,644,155
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(注) この四半期損益計算書は、四半期財務諸表規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象 

   ではありません。 

(2) (参考) 四半期損益計算書 (個別)

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年10月31日)

売上高 3,120,503

売上原価 1,841,953

売上総利益 1,278,549

返品調整引当金戻入額 88,532

返品調整引当金繰入額 71,803

差引売上総利益 1,295,278

販売費及び一般管理費 1,386,430

営業損失（△） △91,151

営業外収益

受取利息 1,408

受取配当金 12,254

その他 10,396

営業外収益合計 24,059

営業外費用

支払利息 37,141

為替差損 1,026

その他 1,942

営業外費用合計 40,111

経常損失（△） △107,203

特別損失

固定資産除却損 218

特別損失合計 218

税引前四半期純損失（△） △107,422

法人税、住民税及び事業税 4,321

法人税等調整額 △47,517

法人税等合計 △43,195

四半期純損失（△） △64,226
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