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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 5,337 △0.6 869 0.3 863 △1.1 410 △20.2

22年3月期第3四半期 5,371 △4.3 867 △4.9 873 △2.4 514 6.8

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 71.21 ―

22年3月期第3四半期 84.03 ―

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 4,427 2,765 61.3 470.58
22年3月期 4,455 2,535 55.8 431.23

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,715百万円 22年3月期  2,488百万円

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3月期 ― 10.00 ― 30.00 40.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

40.00 40.00

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 7,000 4.0 750 19.0 720 10.4 360 22.3 62.39



(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ますが、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の四半期レビュー手続は終了しております。 

※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）3ページ「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 「2．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3Q 6,749,780株 22年3月期  6,749,780株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  980,055株 22年3月期  979,978株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 5,769,748株 22年3月期3Q 6,125,982株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種経済対策や新興国を中心とした輸出や生

産の増加等により、緩やかな景気回復が見られましたが、その一方で、円高やデフレの影響の懸念、厳し

い雇用・所得環境による個人消費の低迷等、景気は先行きが不透明な状況で推移しました。 

 学習塾業界におきましても、子供手当等のプラス要因はあるものの、家庭内における教育費の抑制や少

子化による市場の縮小が続き、業界再編が激しさを増す中、生き残りをかけた競争がますます激化してお

ります。 

 このような状況の中で、当社グループは国内と海外に充実の教育ネットワークを展開する「ena」、

「マイスクールena」及び「進学舎」を中心として、講師が授業を通して生徒たちと本気で語り合える教

育環境を築き、特に地域性を重視した観点から、志望校対策講座・都立中高一貫校対策講座や個別指導部

の充実を図り、生徒・保護者様のニーズにきめ細かく応えることのできる学習指導に取り組んでまいりま

した。 

 新規出校につきましては、2010年12月に「ena」を13校舎（上井草、清瀬、小平、狛江、仙川、中野、

成瀬、西日暮里、八幡山、東伏見、ひばりが丘、本駒込、町田）開校いたしました。これら13校舎には、

都立中高一貫校対策コースが設置されております。また、ena渋谷は、従来の帰国生受験コース以外に都

立中高受験コース（都立中高一貫校対策コース、都立高校受験コース）を開講いたしました。これらの校

舎は順調にスタートすることができましたが、開校後間もないため、当第３四半期連結累計期間の売上高

に大きく貢献するには至りませんでした。今後、生徒数及び売上高の増加に貢献するものと期待しており

ます。 

 上記営業施策や、冬期講習会の成功、また、販売促進活動や校舎運営の効率性を一層高め、費用を全般

的に抑制することができたことにより、当第３四半期連結累計期間における当社単体の売上高、営業利

益、経常利益は、前第３四半期連結累計期間と比較して、大幅な増収、増益となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における子会社の経営成績につきましては、海外子会社（GAKKYUSHA 

U.S.A.CO.,LTD.、GAKKYUSHA CANADA CO.,LTD.、GAKKYUSHA SINGAPORE PTE.LTD.）は、厳しい経済環境下

で売上高を減少させておりますが、営業努力と業務の効率化により収益性の維持を図っております。国内

子会社に関しましては、株式会社進学舎は売上高、利益が前第３四半期連結累計期間に及びませんでした

が、受験・教育ポータルサイトの運営を行う株式会社インターエデュ・ドットコムはコンテンツの充実や

営業力の強化により、前第３四半期連結累計期間と比較して、売上高、営業利益、経常利益が増収、増益

となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,337百万円、営業利益は869百万円、経常利益は

863百万円、四半期純利益は410百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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資産、負債及び純資産の状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、16百万円減少し、1,192百万円となりました。これは、主と

して現金及び預金、有価証券、商品、前払費用の減少、未収入金の増加等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て、11百万円減少し、3,234百万円となりました。これは、主と

して差入保証金、ソフトウエアの減少、有形固定資産の増加等によるものであります。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、27百万円減少し、4,427百万円となりました。 

  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、206百万円減少し、1,288百万円となりました。これは、主と

して未払金、短期借入金の減少によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、51百万円減少し、374百万円となりました。これは、主とし

て長期借入金の減少、退職給付引当金の増加等によるものであります。 

 この結果、負債は前連結会計年度末に比べて、258百万円減少し、1,662百万円となりました。 

  

純資産は前連結会計年度末に比べて、230百万円増加し、2,765百万円となりました。これは、主として

利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の減少等によるものであります。 

  

  

通期の連結業績予想につきましては、平成22年11月11日公表の「第２四半期累計期間の業績予想と実績

との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおりであります。配当につきましては、

業績状況、配当性向等を踏まえ、平成22年５月20日公表の「平成22年３月期 決算短信」に記載のとおり

期末配当を40円とさせて頂く予定です。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

(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。 

  

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定しております。 

税金費用については、当第３四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

当第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）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

当第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３第四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ5,751千円減少し、税

金等調整前四半期純利益は56,713千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107,536千円であります。 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号  平成20年

12月26日)、「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)、「『研

究開発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号  平成20年12月26日)、「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)、「持分法に関する会計基準」(企業

会計基準第16号  平成20年12月26日)、「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。 

2. その他の情報

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結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

①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

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

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

③「企業結合に関する会計基準」等の適用
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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 867,194 884,866

有価証券 28,250 35,972

商品 18,375 21,845

貯蔵品 844 1,767

前払費用 107,675 111,113

未収入金 89,540 74,383

繰延税金資産 32,837 32,936

その他 52,308 49,024

貸倒引当金 △4,275 △2,665

流動資産合計 1,192,751 1,209,244

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,241,508 2,152,064

減価償却累計額 △1,027,998 △975,058

建物及び構築物（純額） 1,213,510 1,177,006

機械装置及び運搬具 54,476 53,782

減価償却累計額 △43,178 △40,690

機械装置及び運搬具（純額） 11,298 13,091

工具、器具及び備品 474,529 426,335

減価償却累計額 △349,922 △317,747

工具、器具及び備品（純額） 124,607 108,588

土地 619,585 619,585

建設仮勘定 14,980 4,316

有形固定資産合計 1,983,981 1,922,589

無形固定資産

のれん 230,827 245,254

ソフトウエア 136,713 152,855

その他 205 228

無形固定資産合計 367,746 398,338

投資その他の資産

繰延税金資産 80,891 80,486

差入保証金 664,640 723,896

その他 194,623 186,633

貸倒引当金 △57,073 △65,709

投資その他の資産合計 883,081 925,307

固定資産合計 3,234,809 3,246,234

資産合計 4,427,560 4,455,478
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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)

負債の部

流動負債

短期借入金 100,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 80,000 104,400

未払金 230,327 340,686

未払費用 202,589 154,585

未払法人税等 238,950 220,588

未払消費税等 53,441 31,171

前受金 349,671 389,229

賞与引当金 10,634 26,115

その他 22,458 27,898

流動負債合計 1,288,072 1,494,675

固定負債

長期借入金 80,000 140,000

退職給付引当金 293,222 284,720

長期預り保証金 1,000 1,000

固定負債合計 374,222 425,720

負債合計 1,662,294 1,920,396

純資産の部

株主資本

資本金 806,680 806,680

資本剰余金 1,243,664 1,243,664

利益剰余金 1,165,756 927,984

自己株式 △423,199 △423,155

株主資本合計 2,792,901 2,555,173

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △77,783 △67,062

評価・換算差額等合計 △77,783 △67,062

少数株主持分 50,147 46,971

純資産合計 2,765,265 2,535,082

負債純資産合計 4,427,560 4,455,478
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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 5,371,322 5,337,936

営業費用 3,617,444 3,579,158

営業総利益 1,753,878 1,758,777

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 225,086 227,199

給料手当及び福利費 267,080 254,601

賞与引当金繰入額 5,763 6,972

退職給付費用 3,342 2,496

支払報酬 92,856 92,689

賃借料 56,743 64,806

租税公課 32,829 34,079

その他 202,767 206,053

販売費及び一般管理費合計 886,471 888,899

営業利益 867,406 869,878

営業外収益

受取利息 1,581 1,860

受取配当金 202 4

法人税等還付加算金 2,287 －

その他 6,418 8,303

営業外収益合計 10,490 10,167

営業外費用

支払利息 4,124 4,218

為替差損 108 11,189

その他 432 897

営業外費用合計 4,665 16,305

経常利益 873,231 863,739

特別利益

受取保険金 1,147 －

賞与引当金戻入額 7,884 －

貸倒引当金戻入額 3,210 6,202

その他 － 465

特別利益合計 12,242 6,668

特別損失

固定資産除却損 30,038 24,171

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,962

その他 － 3,025

特別損失合計 30,038 78,159

税金等調整前四半期純利益 855,435 792,248

法人税等 334,575 375,624

少数株主損益調整前四半期純利益 － 416,624

少数株主利益 6,105 5,757

四半期純利益 514,754 410,866
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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) 

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４月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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