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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 12,521 0.2 360 52.2 360 93.8 △297 ―
22年3月期第3四半期 12,501 △1.7 236 △45.7 186 △49.0 △25 ―

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3四半期 △36.50 ―
22年3月期第3四半期 △3.16 ―

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3四半期 9,782 2,587 26.4 316.92
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3四半期  2,587百万円 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  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 ― 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  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 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3Q 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3Q  436,828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3Q 8,163,247株 22年3月期3Q 8,163,324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３四半期連結累計期間）  

 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、企業部門での好調な輸出や家計部門での景気刺激策など

により緩やかな回復を続けてきましたが、雇用や所得環境への根強い不安感もあり、依然として先行き不透明な

厳しい状況が続いております。 

 当社の属する教育業界においては、各社とも業務提携を積極的に進めており、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。 

このような環境のなか、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。また、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一層拡充するとともに、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てまいりました。 

 これら「能開センター」及び「個別指導Axis（アクシス）」の当第３四半期末における期初からの新規出校は

７校となりました。また、「個別指導Axis」のフランチャイズ展開も進めており、当第３四半期末現在では７校

となりました。家庭教師部門においては、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

を図りながら、新たな収益の柱とすべく営業活動を展開しております。 

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

映像・アニメコンテンツの企画・制作の各分野において事業を推進してまいりました。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、現在、営業・管理体制の再構築を進めておりま

す。東大生によるマンツーマンのネット家庭教師サービス「ワオ！のネット家庭教師 東大オンライン」、幼児

向け知育アプリ「ワオっち！」、デジタルペンを使った在宅ｅラーニングサービス「ワオスタディー」など、国

内子会社が培ってきた技術力やノウハウを活かした新規事業の展開も始まっております。 

 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、総じて事業は計画どおり

に推移しており、採算を確保できる基盤が固まりつつあります。 

  

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高125億21百万円（前年同期比0.2％増）、営業利益

３億60百万円（前年同期比52.2％増）、経常利益３億60百万円（前年同期比93.8％増）となりましたが、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２億97百万円（前年同期

比２億72百万円の損失増加）となりました。 

  

 （当第３四半期連結会計期間） 

 当第３四半期連結会計期間の教育事業の学習塾部門においては、冬期講習会の集客が順調に推移し、経費削減

の効果もあり、増益となりました。その他の事業においては、受注案件の納期変更により売上が上半期から当四

半期にずれ込んだことなどから、増収となりました。 

  

 これらの結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高43億54百万円（前年同期比5.2％増）、営業利益

２億67百万円（前年同期比136.1％増）、経常利益２億62百万円（前年同期比146.7％増）、四半期純利益１億36

百万円（前年同期比188.0％増）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３四半期連結会計期間末の総資産は97億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して、32百万円

（0.3%）の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金が97百万円（8.9%）増加したこと、資産除去債務

会計基準の適用及び教育用コンテンツの制作等により有形固定資産が２億62百万円（5.4%）増加した一方、商品

及び仕掛品等のたな卸資産が１億24百万円（36.7%）減少したこと、流動資産及び投資その他の資産の「その

他」に含まれる繰延税金資産の合計額が１億73百万円（31.6%）減少したことなどであります。 

 負債合計は71億95百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億55百万円（5.2%）の増加となりました。そ

の主な要因は、資産除去債務会計基準の適用により資産除去債務４億77百万円を計上したこと、前受授業料等収

入を主体に流動負債の「その他」が96百万円（7.4%）増加した一方、賞与引当金が１億71百万円（84.2%）減少

したことなどであります。なお、長短借入金及び社債の合計額は36百万円（0.8%）の増加となりました。 

 純資産は25億87百万円となり、前連結年会計年度末と比較して３億23百万円（11.1%）の減少となりました。

その主な要因は、当第３四半期連結累計期間の四半期純損失２億97百万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３億22百万円（38.1%）減少したことであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 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は11億92百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て97百万円の増加となりました。また、前年同四半期末と比較して１億42百万円の増加となりました。 

 営業活動による資金の増加は６億13百万円（前年同期比２億33百万円の流入増）となりました。その主な要因

は、減価償却費をはじめとする非資金項目が５億62百万円となったこと、たな卸資産が１億24百万円減少したこ

と、前受授業料等収入が１億42百万円増加した一方、税金等調整前四半期純損失が38百万円となったこと、売上

債権が１億７百万円増加したこと、仕入債務が１億40百万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５億26百万円(前年同期比19百万円の流出減）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５億16百万円となったこと、差入保証金の差入及び回収による純支出が

18百万円となったことなどであります。 

 財務活動による資金の増加は10百万円（前年同期比47百万円の流入増）となりました。その主な要因は、長

期・短期借入金の借入・返済による純収入が１億16百万円となった一方、社債の償還による支出が80百万円とな

ったこと、配当金の支払額が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 

 平成22年11月11日の通期業績予想の修正後、業績は概ね予想通りに推移しており、現時点において通期の業績

予想及び配当予想に変更はありません。   

  

（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 

①一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 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関し、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地

棚卸高を基礎として合理的に算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関し、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ため、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）  

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用し、連結決算処理上必要な修正を行っております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

②「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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は19,925千円減少し、また、税金等調整

前四半期純利益は350,175千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456,804千円であります。 

   

（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３四半期連結累計期間、当第３四半期連結会計期間では、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３四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３四半期連結累計期間では区分掲記しております。 

 なお、前第３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,192,524 1,095,450

受取手形及び売掛金 709,723 602,114

商品及び製品 56,536 169,169

仕掛品 129,167 135,024

原材料及び貯蔵品 28,978 35,068

その他 357,731 533,704

貸倒引当金 △37,747 △32,623

流動資産合計 2,436,915 2,537,909

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,294,122 1,241,444

土地 3,325,739 3,347,708

その他（純額） 536,265 304,702

有形固定資産合計 5,156,127 4,893,855

無形固定資産 242,098 253,269

投資その他の資産   

差入保証金 1,436,494 1,416,913

その他 523,334 740,472

貸倒引当金 △12,819 △92,472

投資その他の資産合計 1,947,009 2,064,913

固定資産合計 7,345,235 7,212,038

資産合計 9,782,151 9,749,947

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,130 157,018

短期借入金 1,666,668 1,900,000

1年内返済予定の長期借入金 786,666 690,000

1年内償還予定の社債 60,000 80,000

未払法人税等 100,541 35,502

賞与引当金 32,026 203,072

校閉鎖損失引当金 20,468 26,270

資産除去債務 45,580 －

その他 1,410,526 1,313,643

流動負債合計 4,138,607 4,405,507

固定負債   

社債 150,000 210,000

長期借入金 1,707,334 1,454,000

退職給付引当金 366,678 336,035
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日) 

資産除去債務 432,276 －

その他 400,161 434,262

固定負債合計 3,056,451 2,434,297

負債合計 7,195,058 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 524,349 846,770

自己株式 △92,025 △92,000

株主資本合計 2,587,809 2,910,255

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 733 1,150

為替換算調整勘定 △1,450 △1,263

評価・換算差額等合計 △716 △112

純資産合計 2,587,092 2,910,142

負債純資産合計 9,782,151 9,749,947
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 12,501,960 12,521,418

営業費用 9,060,493 9,121,529

営業総利益 3,441,466 3,399,888

販売費及び一般管理費 3,204,779 3,039,632

営業利益 236,687 360,255

営業外収益   

受取利息 831 742

受取配当金 219 175

持分法による投資利益 － 13,957

受取手数料 7,731 6,142

保険配当金 － 16,666

催事配映収入 11,918 2,185

その他 4,051 8,914

営業外収益合計 24,752 48,784

営業外費用   

支払利息 51,887 48,060

持分法による投資損失 11,591 －

その他 11,857 351

営業外費用合計 75,336 48,412

経常利益 186,102 360,628

特別利益   

移転補償金 － 13,517

受取違約金 20,573 －

その他 － 550

特別利益合計 20,573 14,068

特別損失   

固定資産売却損 － 16,197

固定資産除却損 2,947 3,067

減損損失 － 19,542

校閉鎖損失 47,286 22,177

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 330,249

出資金評価損 － 17,690

貸倒引当金繰入額 67,403 －

損害補償損失 11,000 －

その他 － 3,880

特別損失合計 128,637 412,805

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（△）

78,038 △38,109

法人税、住民税及び事業税 62,426 86,305

法人税等調整額 41,374 173,516

法人税等合計 103,800 259,821
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △297,930

四半期純損失（△） △25,762 △297,930
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,140,049 4,354,300

営業費用 3,026,777 3,067,302

営業総利益 1,113,271 1,286,997

販売費及び一般管理費 999,805 1,019,094

営業利益 113,465 267,903

営業外収益   

受取利息 175 137

持分法による投資利益 － 7,119

受取手数料 3,260 2,226

催事配映収入 2,831 71

その他 1,658 819

営業外収益合計 7,926 10,374

営業外費用   

支払利息 16,381 15,933

持分法による投資損失 △1,996 －

その他 704 106

営業外費用合計 15,089 16,040

経常利益 106,302 262,237

特別利益   

貸倒引当金戻入額 △8,611 △8,944

移転補償金 － 1,877

その他 － 550

特別利益合計 △8,611 △6,516

特別損失   

固定資産除却損 339 133

校閉鎖損失 1,296 6,987

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,279

損害補償損失 11,000 －

その他 － 3,880

特別損失合計 12,635 33,280

税金等調整前四半期純利益 85,054 222,440

法人税、住民税及び事業税 4,724 11,963

法人税等調整額 32,891 73,863

法人税等合計 37,616 85,826

少数株主損益調整前四半期純利益 － 136,613

四半期純利益 47,438 136,613
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

78,038 △38,109

減価償却費 403,198 316,143

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） 76,116 △74,521

賞与引当金の増減額（△は減少） △187,871 △171,046

校閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △11,031 13,116

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,200 30,643

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 △1,050 △918

支払利息 51,887 48,060

持分法による投資損益（△は益） 11,591 △13,957

固定資産売却損益（△は益） － 16,197

固定資産除却損 2,802 2,906

校閉鎖損失 7,778 3,138

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 330,249

受取違約金 △20,573 －

損害補償損失引当金の増減額（△は減少） 11,000 －

売上債権の増減額（△は増加） △79,457 △107,632

たな卸資産の増減額（△は増加） 205,218 124,579

前受授業料等収入の増減額（△は減少） 138,088 142,834

仕入債務の増減額（△は減少） △78,257 △140,888

未払金の増減額（△は減少） △145,318 △67,934

その他 119,973 122,493

小計 626,984 645,211

利息及び配当金の受取額 1,404 1,667

利息の支払額 △49,870 △47,683

法人税等の支払額 △198,444 14,474

営業活動によるキャッシュ・フロー 380,073 613,670

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 △441,458 △437,988

有形固定資産の売却による収入 － 9,414

無形固定資産の取得による支出 △44,655 △78,803

差入保証金の差入による支出 △184,017 △59,429

差入保証金の回収による収入 121,141 41,336

その他 3,183 △1,122

投資活動によるキャッシュ・フロー △545,806 △526,593
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 1,400,000 1,300,000

短期借入金の返済による支出 △1,400,000 △1,533,332

長期借入れによる収入 500,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △655,000 △550,000

社債の発行による収入 296,725 －

社債の償還による支出 △110,000 △80,000

長期未払金の返済による支出 △4,791 △2,103

自己株式の取得による支出 △6 △25

配当金の支払額 △64,348 △24,448

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,421 10,090

現金及び現金同等物に係る換算差額 142 △93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △203,011 97,073

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 1,049,540 1,192,524
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 該当事項はありません。  

   

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

   

（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 
 3,983,771    156,277    4,140,049    －    4,140,049

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 2,090    207,523    209,613    (209,613)    －

計  3,985,861    363,800    4,349,662    (209,613)    4,140,049

営業利益又は営業損失

（△） 
 518,184    △43,877    474,307    (360,841)    113,465

                    

  
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 
 11,789,911    712,049    12,501,960    －    12,501,960

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 5,296    639,510    644,806    (644,806)    －

計  11,795,208    1,351,559    13,146,767    (644,806)    12,501,960

営業利益又は営業損失

（△） 
 1,518,732    △111,478    1,407,254    (1,170,566)    236,687

                    

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 …… 上記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 
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前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（注）１ セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△884,594千円には、セグメント間消去22,377千円及び各

報告セグメントに配分されない全社費用△906,971千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３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

（注）１ セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△250,096千円には、セグメント間消去7,199千円及び各

報告セグメントに配分されない全社費用△257,296千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。 

  

【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  11,778,983    742,435    12,521,418    －    12,521,418

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 8,327    183,399    191,726   (191,726)   －

計  11,787,310    925,835    12,713,145   (191,726)   12,521,418

  セグメント利益又はセグメ

ント損失（△） 
 1,339,730    △94,880    1,244,850   (884,594)   360,255

   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  4,073,487    280,812    4,354,300    －    4,354,300

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,512    24,922    28,435   (28,435)   －

計  4,077,000    305,735    4,382,735   (28,435)   4,354,300

  セグメント利益又はセグメ

ント損失（△） 
 521,355    △3,355    517,999   (250,096)   267,903
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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３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31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

３四半期連結累計期間の「教育事業」のセグメント利益は18,696千円減少し、調整額（△）は1,228千円増加し

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、消費税等は含まれておりません。 

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３四半期

連結累計期間、当第３四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３四半期 
連結累計期間 

当第３四半期 
連結累計期間 

前第３四半期 
連結会計期間 

当第３四半期 
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 
12月31日 

自平成22年 
４月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年 
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年 
10月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年 
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（千円）  12,501,960  12,521,418  4,140,049  4,354,300  16,692,543

経常利益（千円）  186,102  360,628  106,302  262,237  206,548

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（千円） 
 △25,762  △297,930  47,438  136,613  △67,389

純資産額（千円）  －  －  2,951,067  2,587,092  2,910,142

総資産額（千円）  －  －  9,761,106  9,782,151  9,749,947

１株当たり純資産額（円）  －  －  361.50  316.92  356.49

１株当たり四半期純利益又は四半

期（当期）純損失（△）（円） 
 △3.16  △36.50  5.81  16.74  △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（％）  －  －  30.2  26.4  29.8

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 380,073  613,670  －  －  519,630

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △545,806  △526,593  －  －  △620,270

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △37,421  10,090  －  －  △56,749

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
 －  －  1,049,540  1,192,524  1,095,450

従業員数（名）  －  －  930  907  919
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