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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 3,220 9.3 △538 ― △546 ― △111 ―
23年3月期第1四半期 2,945 △1.1 △700 ― △708 ― △493 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △125百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △501百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △16.74 ―
23年3月期第1四半期 △71.19 ―

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3月期第1四半期 10,389 3,837 36.9 576.92
23年3月期 10,212 4,092 40.1 616.43
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,837百万円 23年3月期  4,092百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 20.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 8,402 6.0 330 150.6 303 167.1 384 ― 57.86
通期 17,272 5.7 815 49.0 769 50.9 644 237.4 96.87



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成24年３月期第１四半期期末の自己株式282,600株及び平成23年３月期期末の自己株式296,200株は、従業員持株ESOP信託口が所有する自己株
式であります。 

※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おりません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注記事項については 
［添付資料］Ｐ.３「１.当四半期決算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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,934,976 株 23年3月期 6,934,976 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 282,600 株 23年3月期 296,200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,645,877 株 23年3月期1Q 6,934,976 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、生

産や輸出が減少し、雇用情勢も一段と厳しい状況となりました。更に、電力の供給不足や放射性物質の影響等が懸

念される中で、個人消費は停滞し、先行き不透明な状況が続いております。 

学習塾業界におきましても、景気の低迷に加え、少子化による市場規模の縮小という厳しい経営環境が続いてお

ります。 

このような状況の中、当社におきましては、震災により通塾を見合わせていた潜在顧客層の獲得に向け、集客に

注力するとともに、校舎への指導・支援を強化し、営業力の更なる強化を図ってまいりました。費用面では、派遣

職員の配置抑制やパート事務稼働時間数の統制等による労務費の増加抑制、地代家賃や事務消耗品費、水道光熱費

の削減に努めてまいりました。 

また、前連結会計年度末より春期講習会については、受講期間内の授業数に応じて収益を計上することとしたた

め、売上高が増加しております。 

株式会社野田学園におきましては、収益構造の改善と生産性向上を図るため、組織体制を見直し、業績連動の要

素を取り入れた賃金制度の構築に取り組んでまいりました。  

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,220百万円（前年同期比9.3％増）、営業損失538百万円

（前年同期は700百万円の損失）、経常損失546百万円（前年同期は708百万円の損失）、株式会社野田学園の所有

不動産（旧本校の土地・建物）の売却に伴う固定資産売却益271百万円を特別利益に、校舎の内装改修工事・不動

産売却に伴う固定資産処分損52百万円を特別損失に計上した結果、四半期純損失111百万円（前年同期は493百万円

の損失）となりました。 

なお、当社グループの四半期業績の特徴として、収益の大半を占める教育関連事業において、第１四半期は塾生

数が少なく、さらに、夏期合宿や正月特訓といった大きな収益をもたらすイベントも開催されないため、売上高は

他の四半期と比較して少なくなります。他方、地代家賃・人件費等の固定的費用が期首から発生することにより、

第１四半期の収益性は他の四半期と比較して低くなっており、例年、損失を計上しております。当第１四半期につ

きましても、以上の要因により損失計上となりましたが、損失額は予定を若干下回っており、当四半期における業

績は、計画どおり順調に推移しております。 

  

（教育関連事業） 

当事業におきましては、４月に個別指導の新ブランド校舎として「早稲田アカデミー個別進学館 御茶ノ水校」

を開校いたしました。受付開始が震災翌日という厳しい状況ではありましたが、４月の授業開始以降、塾生数は堅

調に推移しており、隣接する集団指導校舎との相乗効果も表れ始めております。株式会社野田学園におきまして

は、集客力の強化と経営効率の改善を図るため、高卒生指導を中心とした「本校」を御茶ノ水駅前に移転いたしま

した。 

集客面につきましては、震災の影響により、低学年層を中心に新入生の出遅れ感がありましたが、新たな広告宣

伝媒体の作成やチラシ配布時期の見直し、各種イベントによる新入生の獲得に努めた結果、当第１四半期の期中平

均塾生数は、当社が前年同期比1.9％増、株式会社野田学園が前年同期比13.0％増と順調に推移いたしました。学

部別の状況といたしましては、小学部12,429人（前年同期比0.2％増）、中学部11,538人（前年同期比4.5％増）、

高校部2,722人（前年同期比0.4％増）、合計では26,689人（前年同期比2.0％増）となりました。 

また、私公立学校からの受託授業におきましては、港区教育委員会及び千代田区立麹町中学校からの受託を、新

たに獲得いたしました。 

以上の結果、前記の春期講習会に係る売上を合わせ、教育関連事業の売上高は3,203百万円（前年同期比9.4％

増）、セグメント損失は67百万円（前年同期は243百万円の損失）となりました。 

  

（不動産賃貸） 

当事業におきましては、外部顧客への売上高は、前年同四半期を若干下回って推移いたしました。他方、経営効

率の向上を図るためにグループ間取引が増加したことにより、売上高は31百万円（前年同期比43.8％増）、セグメ

ント利益は８百万円（前年同期比18.6％増）となりました。 

なお、内部取引を除く外部顧客への売上高は16百万円（前年同期比6.7％減）であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

当第１四半期連結会計期間末の総資産額は、10,389百万円となり、前連結会計年度末に比べ、177百万円増加い

たしました。増加の主な要因は、流動資産459百万円、無形固定資産93百万円の増加と有形固定資産363百万円の減

少によるものであります。流動資産の増加の内訳は、営業未収入金273百万円、繰延税金資産210百万円の増加等で

あります。また、無形固定資産の増加の要因は、統合型新基幹システムの構築等によるその他無形固定資産の増加

によるものです。他方、有形固定資産の減少の内訳は、連結子会社である株式会社野田学園が所有していた固定資

産を譲渡したこと等による建物及び構築物75百万円、土地261百万円の減少等によるものであります。 

（負債）  

当第１四半期連結会計期間末の負債総額は、6,551百万円となり、前連結会計年度末に比べ431百万円増加いたし

ました。増加の要因は流動負債476百万円の増加と固定負債44百万円の減少によるものであります。流動負債の増

加の内訳は、短期借入金240百万円、前受金633百万円の増加と確定納付による未払法人税等245百万円、賞与引当

金222百万円の減少等によるものであります。他方、固定負債の減少の内訳は、長期借入金36百万円、リース債務

21百万円の減少と退職給付引当金11百万円の増加等によるものであります。 

（純資産）  

当第１四半期連結会計期間末の純資産額は、3,837百万円となり、前連結会計年度末に比べ254百万円減少いたし

ました。その内訳は、当四半期純損失111百万円、配当金の支払138百万円等による減少であります。この結果、自

己資本比率は前連結会計年度末の40.1％から36.9％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、概ね計画どおり推移しておりますので、第２四半期連結累計

期間並びに通期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました数値から修正はございません。

なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、今後様々な要

因によって異なる結果となる可能性があります。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。    

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 502,526 443,998

営業未収入金 819,500 1,092,782

有価証券 8,276 8,278

商品及び製品 38,863 15,128

原材料及び貯蔵品 3,694 4,913

繰延税金資産 232,241 442,814

その他 335,612 398,427

貸倒引当金 △32,066 △38,623

流動資産合計 1,908,649 2,367,721

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,030,307 4,555,598

減価償却累計額 △2,974,208 △2,575,162

建物及び構築物（純額） 2,056,099 1,980,435

土地 2,007,357 1,745,377

リース資産 665,733 681,033

減価償却累計額 △195,600 △228,926

リース資産（純額） 470,132 452,106

建設仮勘定 63,478 48,496

その他 506,972 518,394

減価償却累計額 △366,145 △370,323

その他（純額） 140,827 148,071

有形固定資産合計 4,737,895 4,374,488

無形固定資産   

その他 818,082 911,508

無形固定資産合計 818,082 911,508

投資その他の資産   

投資有価証券 595,531 571,471

長期貸付金 1,577 1,079

繰延税金資産 286,538 304,758

前払年金費用 33,718 26,323

長期未収入金 135,000 135,000

差入保証金 1,741,126 1,742,746

その他 87,729 89,465

貸倒引当金 △155,000 △155,000

投資その他の資産合計 2,726,221 2,715,844

固定資産合計 8,282,200 8,001,842

繰延資産   

社債発行費 21,703 20,215

繰延資産合計 21,703 20,215

資産合計 10,212,553 10,389,779



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 102,094 96,201

短期借入金 500,000 740,000

1年内償還予定の社債 280,000 280,000

1年内返済予定の長期借入金 281,610 278,000

未払費用 581,138 627,141

リース債務 131,352 135,045

未払法人税等 254,737 8,753

前受金 540,379 1,173,628

賞与引当金 379,293 156,730

その他 452,223 483,888

流動負債合計 3,502,829 3,979,389

固定負債   

社債 800,000 800,000

長期借入金 718,000 682,000

リース債務 344,229 323,191

繰延税金負債 7,926 7,202

退職給付引当金 397,503 409,069

資産除去債務 316,908 318,193

その他 32,842 32,827

固定負債合計 2,617,410 2,572,483

負債合計 6,120,239 6,551,872

純資産の部   

株主資本   

資本金 467,304 467,304

資本剰余金 416,253 416,253

利益剰余金 3,449,633 3,199,688

自己株式 △211,571 △201,856

株主資本合計 4,121,620 3,881,389

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △29,306 △43,482

その他の包括利益累計額合計 △29,306 △43,482

純資産合計 4,092,314 3,837,906

負債純資産合計 10,212,553 10,389,779



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,945,418 3,220,158

売上原価 2,715,137 2,783,107

売上総利益 230,280 437,051

販売費及び一般管理費 931,014 976,035

営業損失（△） △700,733 △538,984

営業外収益   

受取利息 405 408

受取配当金 10 4,010

その他 3,549 3,075

営業外収益合計 3,964 7,494

営業外費用   

支払利息 9,957 11,143

その他 2,089 3,836

営業外費用合計 12,047 14,980

経常損失（△） △708,816 △546,469

特別利益   

固定資産売却益 － 271,156

特別利益合計 － 271,156

特別損失   

固定資産処分損 10,240 52,836

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 98,173 －

特別損失合計 108,414 52,836

税金等調整前四半期純損失（△） △817,230 △328,149

法人税、住民税及び事業税 4,069 2,888

法人税等調整額 △327,614 △219,791

法人税等合計 △323,545 △216,903

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △493,685 △111,245

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △493,685 △111,245

少数株主利益 － －

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △493,685 △111,245

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,654 △14,176

その他の包括利益合計 △7,654 △14,176

四半期包括利益 △501,339 △125,422

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △501,339 △125,422

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

①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  

                                     （単位：千円）  

 （注）１.セグメント利益又は損失（△）の調整額 千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない

一般管理費です。 

２.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と調整を行ってお

ります。 

  

②報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）  

①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  

                                     （単位：千円）  

 （注）１.セグメント利益又は損失（△）の調整額 千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない

一般管理費です。 

２.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と調整を行ってお

ります。  

  

②報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

  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）セグメント情報等

  

  

 報告セグメント  
計 

調整額 

（注）１  

四半期連結損益及び 

包括利益計算書計上額 

（注）２  教育関連事業 不動産賃貸 

 売上高 

外部顧客への売上高  2,927,911 17,506 2,945,418  －  2,945,418

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － 4,482 4,482  △4,482  －

計  2,927,911 21,989 2,949,901  △4,482  2,945,418

 セグメント利益又は

損失（△） 
 △243,205 7,031 △236,174  △464,559  △700,733

464,559

  

  

 報告セグメント  
計 

調整額 

（注）１  

四半期連結損益及び 

包括利益計算書計上額 

（注）２  教育関連事業 不動産賃貸 

 売上高 

外部顧客への売上高  3,203,819 16,339 3,220,158  －  3,220,158

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － 15,271 15,271  △15,271  －

計  3,203,819 31,610 3,235,429  △15,271  3,220,158

 セグメント利益又は

損失（△） 
 △67,152 8,339 △58,813  △480,170  △538,984

480,170



該当事項はありません。  

  

（四半期連結損益及び包括利益計算書）  

当社グループでは、通常の授業料収入の他に、春・夏・冬の講習会、夏期合宿、正月特訓による収入があり、そ

のため、主に通常授業を実施している第１四半期においては他の四半期に比べ、売上高は少なくなる傾向がありま

す。  

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

  

(１)生産、受注及び販売の状況  

①生産及び受注の状況 

 当社グループは、生徒に対して授業を行うことを主たる業務としておりますので、生産能力として表示すべき適

当な指標はありません。また、受注実績につきましても、該当事項はありません。 

  

②販売実績 

  当第１四半期連結累計期間における販売実績を報告セグメント別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１.セグメント間の取引については、相殺消去しておりません。 

２.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３.生徒数は、期中平均の在籍人数を記載しております。  

４.（ ）内は教育関連事業の内数を表しております。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）その他の注記情報

  
  
  

前第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

 減価償却費           千円 131,246        千円 118,874

５．補足情報

報告セグメント

別・品目  

 前第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日  

至 平成22年６月30日）  

 当第１四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日  

至 平成23年６月30日）  

 比較増減 

生徒数（人） 金額（千円） 生徒数（人） 金額（千円）  金額（千円） 

教育関連事業  26,165  2,927,911  26,689  3,203,819  275,907

 小学部 ( )12,410 ( )1,457,685 ( )12,429 ( )1,562,295  104,609

 中学部 ( )11,044 ( )1,144,141 ( )11,538 ( )1,285,387  141,245

 高校部 ( )2,711 ( )307,736 ( )2,722 ( )335,921  28,184

 その他  － ( )18,347  － ( )20,214  1,867

不動産賃貸  －  21,989  －  31,610 9,620

合計   26,165  2,949,901  26,689  3,235,429  285,528
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