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１．平成２４年２月期第１四半期の業績（平成２３年３月１日～平成２３年５月３１日） 

（１）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 ％ 

２４年２月期第１四半期 ２,２７５ △１８.３ △７０４ － △７０２ － △４２４ － 

２３年２月期第１四半期 ２,７８２ △６.９ △５７６ － △５７４ － △６０８ － 

 

 
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 

２４年２月期第１四半期 △７.８２ － 

２３年２月期第１四半期 △１０.４１ － 

 

（２）財政状態                    

 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 

２４年２月期第１四半期 ７,２５４ ６,１２１ ８４.４ １１２.７５ 

２３年２月期 ８,１２９ ６,７６３ ８３.２ １２４.５７ 

(参考) 自己資本 24年 2月期第１四半期 6,121百万円 23年 2月期 6,763百万円  

 

２．配当の状況 

 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 

２３年２月期 － ４.００ － ４.００ ８.００ 

２４年２月期 －     

２４年２月期 

(予想) 

 

 
３.００ － ３.００ ６.００ 

（注） 当四半期における配当予想の修正有無：無 

 

３．平成２４年２月期の業績予想（平成２３年３月１日～平成２４年２月２９日） 

(％表示は、通期は対前期、第 2四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
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 

第 2四半期累計期間 － － － － － － － － － 

通 期 １２,４２２ △９.５ ２５０ △６８.６ ２５２ △６８.５ １２５ △２０.５ ２.３２ 

（注） 
※ 

当四半期における業績予想の修正有無：無 
第 2四半期累計期間については業績予想の開示を行なっておりません。（詳細は【添付資料】Ｐ.３をご覧ください。） 
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４．その他（詳細は【添付資料】Ｐ.３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：無 

（注）簡便な会計処理及び四半期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。 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：無 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半期期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。 

  

（３）発行済株式数(普通株式)      

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年 2月期 1Ｑ 54,291,435株 23年 2月期 58,868,186株 

②期末自己株式数 24年 2月期 1Ｑ －株 23年 2月期 4,576,751株 

③期中平均株式数(四半期累計) 24年 2月期 1Ｑ 54,291,435株 23年 2月期 1Ｑ 58,505,160株 

     

     

※ 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財務諸表のレビュー手続は終了しておりますが、

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の対象外であります。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で得られた情報に基づき判断した見通しであり、不確

定要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、状況の変化によって予想数値と異なる場合があります。業績予想に

関しましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１.当四半期の業績等に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当第 1四半期会計期間におけるわが国の経済は、海外経済の改善などを背景に緩やかな回復基調にありましたが、平成

23年３月 11日に発生した東日本大震災及び原子力発電所の諸問題などの影響により、企業活動の低迷や個人消費の自粛

ムードなどが広がるなど、引き続き景気回復の先行きは不透明な状況にあります。 

このような状況のもとで、当社は、生徒一人ひとりの目標達成を支援することを最重点方針に講師・授業・運営品質の

向上に努め、「生徒第一主義」を深化させ、保護者の方から「子どものことをこれだけわかってくれて、成長させてくれ

るところはないですね」と言っていただける、より具体的な実行策を立て、個別指導塾業界のトップ企業を目指しました。 

売上高につきましては、新規生徒獲得のための営業活動を積極的におこないましたが、震災により首都圏において春期

講習会の中止、ならびに販売活動を自粛いたしました影響が大きく当第１四半期会計期間の売上高は 2,275百万円（前年

同期比 18.3％減）となりました。 

損益面におきましては、地代家賃、経費の圧縮などに努めたものの減収の影響が大きく、営業損失は 704百万円（前年

同四半期は営業損失 576百万円）、経常損失は 702百万円（前年同四半期は経常損失 574百万円）、四半期純損失は 424百

万円（前年同四半期は四半期純損失 608百万円）となりました。 

 

当社の四半期業績の特性として、夏、冬、春の講習会時期及び 2 月、3 月、4 月に生徒募集活動を活発に行っており、

生徒数及び売上高は増加する傾向にありますが、経費面で生徒募集のための広告宣伝費、人件費及びその他経費も同期間

に集中して発生しております。その結果、当四半期（平成 24年 2月期第 1四半期）は、営業損失を計上しているものの、

当初の計画に対しては概ね順調に推移しております。 

 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第 1四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ 875百万円減尐し、7,254百万円となりました。資産の

増減の主なものは、現金及び預金の減尐額 1,094百万円、営業未収入金の減尐額 99百万円であります。負債は前事業年

度末に比べ 233百万円減尐し、1,132百万円となりました。これは主に未払金及び買掛金の減尐額 205百万円によるもの

であります。純資産は前事業年度末に比べ 641百万円減尐し、6,121百万円となりました。これは主に剰余金の配当金 217

百万円、四半期純損失 424百万円を計上し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 1四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という｡）は、前事業年度末に比べ 1,094百万円

減尐し、当第 1四半期末には 4,305百万円となりました。 

また、当第 1四半期会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は、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〕 

営業活動の結果、支出した資金は 836百万円（前年同四半期会計期間は 990百万円の支出）となりました。 

これは主に、新規生徒の獲得を積極的に行いましたが、震災の影響もあり生徒数は低調に推移し営業損失を計上

したこと及び法人税等の支払い等をおこな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〕 

投資活動の結果、支出した資金は 60百万円（前年同四半期会計期間は 8百万円の支出）となりました。 

これは主に、教室移転の既存入居先から敷金及び保証金の返還による収入があったものの、教室移転に伴う新規

入居先への敷金及び保証金、有形固定資産の取得による支払いをおこなっ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〕 

財務活動の結果、支出した資金は 197百万円（前年同四半期会計期間は 601百万円の支出）となりました。 

これは主に、配当金の支払いをおこなったことによるものであります。 
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（３）業績予想に関する定性的情報 

平成 23年 5月 20日に発表いたしました、「平成 24年 2月期業績予想及び配当予想に関するお知らせ」について変更

はございません。 

第 2四半期累計期間の業績予想については、当期期首に発生した東日本大震災が業績に与える短期的な影響を見積も

ることが困難なため、開示しておりません。 

なお、今後の経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。 

 

 

２．その他の情報 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

記載すべき重要な事項はありません。 

 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 

 

（３）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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３．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表                               

（単位：千円） 

 
当第１四半期会計期間末 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

(平成２３年５月３１日) (平成２３年２月２８日) 

資産の部     

 流動資産    

 現金及び預金  4,305,626 5,399,948 

 営業未収入金  117,219 216,430 

 

 たな卸資産  47,065 55,291 

 その他  662,511 352,379 

 貸倒引当金  △16,637 △14,551 

 流動資産合計  5,115,785 6,009,498 

 固定資産    

 有形固定資産  254,748 220,351 

 無形固定資産  183,585 180,035 

 投資その他の資産    

 敷金及び保証金  978,345 996,882 

 その他  721,945 722,993 

 投資その他の資産合計  1,700,290 1,719,875 

 固定資産合計  2,138,623 2,120,261 

資産合計  7,254,409 8,129,760 
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（単位：千円） 

 
当第１四半期会計期間末 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

 

(平成２３年５月３１日) (平成２３年２月２８日) 

負債の部    

 流動負債    

 買掛金  9,192 63,721 

 未払法人税等  4,823 － 

 賞与引当金  121,230 86,230 

 役員賞与引当金  3,060 2,689 

 その他  983,335 1,200,371 

 流動負債合計  1,121,641 1,353,013 

 固定負債    

 リース債務  4,145 4,724 

 その他  7,085 9,007  

 固定負債合計  11,230 13,732 

 

 負債合計  1,132,872 1,366,746 

純資産の部    

 株主資本    

 資本金  642,157 642,157 

 資本剰余金  1,013,565 1,013,565 

 利益剰余金  4,465,814 6,224,730 

 自己株式  － △1,117,440 

 株主資本合計  6,121,537 6,763,013 

 純資産合計  6,121,537 6,763,013 

負債純資産合計  7,254,409 8,129,760 
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（２）四半期損益計算書 

（第１四半期累計期間） 

（単位：千円） 

  前第 1四半期累計期間 当第 1四半期累計期間 

  
（自 平成２２年３月１日 

  至 平成２２年５月３１日） 

（自 平成２３年３月１日 

 至 平成２３年５月３１日） 

 売上高 2,782,998 2,275,033 

 売上原価 1,922,087 1,750,478 

 売上総利益 860,911 524,554 

 販売費及び一般管理費 1,437,228 1,228,799 

 営業損失（△） △576,317 △704,245 

 営業外収益   

 受取利息 4,167 516 

 未払配当金除斥益 － 1,075 

 その他 132 260 

 営業外収益合計 4,299 1,852 

 営業外費用   

 支払利息 48 36 

 支払手数料 2,148 － 

 営業外費用合計 2,197 36 

 経常損失（△） △574,215 △702,429 

 特別利益   

 その他 68 － 

 特別利益合計 68 － 

 特別損失   

 固定資産除却損 － 10,438 

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 434,088 － 

 その他 6,250 － 

 特別損失合計 440,338 10,438 

 税引前四半期純損失（△） △1,014,484 △712,868 

 法人税、住民税及び事業税 2,274 1,173 

 法人税等調整額 △407,854 △289,731 

 法人税等合計 △405,579 △288,557 

 四半期純損失（△） △608,905 △424,310 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

  前第 1四半期累計期間 当第 1四半期累計期間 

  
（自 平成２２年３月１日 

  至 平成２２年５月３１日） 

（自 平成２３年３月１日 

  至 平成２３年５月３１日） 

 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純損失（△） △1,014,484 △712,868 

 減価償却費 20,702 26,424 

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 434,088 － 

 長期前払費用償却額 6,115 9,893 

 貸倒引当金の増減額（△は減尐） 4,114 2,085 

 賞与引当金の増減額（△は減尐） 7,200 34,999 

 役員賞与引当金の増減額（△は減尐） － 371 

 会員権評価損 6,250 － 

 受取利息及び受取配当金 △4,167 △516 

 支払利息 48 36 

 固定資産除却損 － 10,438 

 支払手数料 2,148 － 

 売上債権の増減額（△は増加） 74,014 99,210 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 17,276 8,226 

 その他流動資産の増減額（△は増加） 4,005 115 

 仕入債務の増減額（△は減尐） 165 △54,529 

 前受金の増減額（△は減尐） △2,721 △7,018 

 未払消費税等の増減額（△は減尐） 737 9,666 

 その他流動負債の増減額（△は減尐） △329,882 △263,553 

  小計 △774,388 △837,018 

 利息及び配当金の受取額 3,136 739 

 利息の支払額 △48 △36 

 法人税等の還付額 8 477 

 法人税等の支払額 △219,664 △257 

 営業活動によるキャッシュ・フロー                 △990,956 △836,096 

 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 △3,297 △45,061 

  無形固定資産の取得による支出 △6,551 △21,510 

  敷金及び保証金の差入による支出 △22,269 △33,301 

  敷金及び保証金の回収による収入 26,257 42,137 

  長期前払費用の取得による支出 △306 △2,508 

  その他 △2,538 － 

 投資活動によるキャッシュ・フロー                 △8,704 △60,244 

 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △555 △567 

 自己株式の取得による支出 △446,616 － 

 配当金の支払額 △154,812 △197,414 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △601,984 △197,981 

 現金及び現金同等物の増減額(△は減尐) △1,601,646 △1,094,321 

 現金及び現金同等物の期首残高 3,734,825 5,399,948 

 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,133,179 4,305,626 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（５）セグメント情報 

当第 1四半期累計期間（自 平成 23年３月１日 至 平成 23年５月 31日） 

当社の報告セグメントは、個別指導塾事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（追加情報） 

当第１四半期会計期間より「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 31日）を適用しております。 

 

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

自己株式の消却 

当社は、平成 23年５月 20日開催の取締役会の決議に基づき、平成 23年５月 31日に自己株式 4,576,751株を

消却いたしました。この結果、利益剰余金が 1,117,440千円減尐し、自己株式が 1,117,440千円減尐しておりま

す。 
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４．補足情報 

 

販売実績 

 

[学生区分別売上高明細表] 

 

当第 1四半期累計期間 

前年同四半期比 （自 平成２３年３月１日 

 至 平成２３年５月３１日） 

 千円 ％ 

小 学 生 239,340 79.4 

中 学 生 943,784 89.3 

高 校 生 1,091,907 76.7 

合 計 2,275,033 81.7 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


