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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 3,308 △2.6 △604 ― △597 ― △305 ―
23年3月期第1四半期 3,396 △1.7 △548 ― △536 ― △719 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △305百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △719百万円 （―％）

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 △37.45 ―
23年3月期第1四半期 △88.09 ―

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 9,699 2,158 22.3 264.42
23年3月期 10,030 2,488 24.8 304.82
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,158百万円 23年3月期  2,488百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

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) 8,000 △2.0 190 105.7 180 82.9 70 ― 8.58
通期 16,750 0.2 420 24.1 440 32.3 170 ― 20.83



(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） 

※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

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 436,828 株 23年3月期 436,828 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 8,163,172 株 23年3月期 8,163,172 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,163,172 株 23年3月期1Q 8,163,299 株
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 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が判断したものであります。 

  

（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わが国経済は、欧州諸国の財政問題や円高の進行など、依然として先行

き不透明な状況が続いております。 

 当教育業界では、少子化と社会の変化に伴う公教育の改革や消費者の学習塾に対する厳しい選別が進むなか、

各社が自社の強みを活かした商品開発や業務提携等を積極的に進め、生き残りをかけた取り組みを加速させてい

ます。 

このような環境のもと、当社グループにおいては、集合型教室「能開センター」及びフランチャイズ展開を

含む「個別指導Axis（アクシス）」の新規開校、既存校（教室）の改装並びに人的体制の強化など、収益基盤の

強化を進めております。「能開センター」では授業品質の徹底管理及び商品ラインナップの見直しに、「個別指

導Axis」では学習プラン提案力の向上など、お客様一人ひとりのニーズへの対応の強化に、「ワオの家庭教師」

では各県の「能開センター」「個別指導Axis」などの教室との相乗効果を図ることに注力しております。また、

当社の持つ良質な教育コンテンツをより多くのお客様に効率的に提供するため、授業映像を活用した現行の「大

学受験用映像学習コンテンツ『マイ速』」に続く、小中学生向映像学習コンテンツの開発を進めており、この春

より順次リリースを始めております。同時に、次代の教育を見据えたeラーニング事業の一環として、インター

ネットを介した家庭教師「東大オンライン」、「スタッド学習教室」のスモールステップ教材とデジタルペンに

よる在宅学習システム「ワオスタディー」などの商品開発にも積極的に取り組んでおります。旧子会社が手掛け

ていた、広報物の企画制作、教育専門のITソリューション事業、ｅラーニングの開発販売、デジタルコンテンツ

の企画制作については、学習塾部門との連携をより密にし業容拡大を図っております。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高33億８百万円（前年同期比2.6％減）、営業損失

６億４百万円（前年同期は営業損失５億48百万円）、経常損失５億97百万円（前年同期は経常損失５億36百万

円）、四半期純損失３億５百万円（前年同期は四半期純損失７億19百万円）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まして、第１四半期は、収入面で主たる部門である学習塾部門

の講習会による収入が春期実施の一部しか計上されず、費用面で夏期講習会に向けた広告宣伝費が多く発生する

ため、費用が先行して発生することになります。第２・３四半期には、其々の期に夏期講習会の全収入・冬期講

習会の収入の大半が計上されること、また、第１四半期に比べて生徒数も増えることなどから、利益が改善され

る構造となっております。 

  

 セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

  

①教育事業 

 当社グループにおける教育事業は、幼児から高校生を対象とする部門と社会人を対象とした部門から成り立っ

ております。前者は、当社が運営する「能開センター」、「個別指導Axis（アクシス）」、「ワオの家庭教

師」、フランチャイズ方式の「スタッド学習教室」及び在シンガポール現地法人が運営する「WAOシンガポー

ル・オーチャード校」等であり、後者は、当社が運営する「WAO高等学院」等であります。 

 当事業においては、東日本大震災の影響もあり、東北・北関東エリアにおける春期講習会の売上が落ち込むな

ど４月度の売上が伸び悩みました。５月度以降は前年と同水準となっておりますが、第１四半期連結累計期間で

は減収、減益となりました。当事業の当第１四半期連結累計期間における売上高は31億20百万円（前年同期比

1.0％減）、セグメント損失は３億21百万円（前年同期はセグメント損失２億14百万円）となりました。 

 

②その他の事業 

 当社では、その他の事業として、印刷物等の企画制作、教育ソリューション事業及びエンターテインメント事

業を主に行っております。これらは、当社による連結子会社３社の吸収合併により当該連結子会社から継承した

事業であります。また、昭和アニメーション有限責任事業組合では、アニメーション映画の製作及び興行を行っ

ております。 

 当事業の当第１四半期連結累計期間における売上高は、１億88百万円（前年同期比22.7％減）、セグメント損

失は27百万円（前年同期はセグメント利益２百万円）となりました。 

  

１．当四半期決算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１四半期連結会計期間末の総資産は96億99百万円となり、前連結会計年度末と比較して、３億31百万円

（3.3%）の減少となりました。その主な要因は、現金及び預金が１億74百万円（11.8%）減少したこと、受取手

形及び売掛金が２億97百万円（61.2%）減少したこと、商品及び製品等たな卸資産が49百万円（17.4%）減少した

こと、差入保証金が65百万円（4.7％）減少したこと、一方で、繰延税金資産が２億54百万円（63.9%）増加した

ことなどであります。 

 負債合計は75億41百万円となり、前連結会計年度末と比較して１百万円の微減となりました。その主な要因

は、長期・短期借入金及び社債が５億34百万円（11.5%）増加した一方で、未払金が１億89百万円（33.3%）減少

したこと、未払法人税等が１億56百万円（87.6%）減少したこと、賞与引当金が１億75百万円（84.8%）減少した

ことなどであります。 

 純資産は21億58百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億29百万円（13.3%）の減少となりました。そ

の主な要因は、四半期純損失３億５百万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３億30百万円

（77.5%）減少したことであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点において、業績は概ね期初の予想通りに推移しておりますので、平成23年５月12日の「平成23年３月期

決算短信」発表時の第２四半期（累計）・通期の業績予想に変更はありません。また、配当予想も同様に変更は

ありません。 

  

（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。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

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
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４．四半期連結財務諸表 
（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 1,471,966 1,297,868

受取手形及び売掛金 485,997 188,626

商品及び製品 231,169 147,766

仕掛品 25,704 61,509

原材料及び貯蔵品 27,064 25,184

その他 445,171 749,972

貸倒引当金 △29,601 △21,232

流動資産合計 2,657,472 2,449,696

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,615,153 1,631,761

土地 3,325,739 3,325,739

器具備品（純額） 264,070 274,668

その他（純額） 36,771 11,786

有形固定資産合計 5,241,735 5,243,956

無形固定資産 264,639 248,414

投資その他の資産   

差入保証金 1,414,732 1,348,757

その他 465,224 421,521

貸倒引当金 △12,819 △12,819

投資その他の資産合計 1,867,136 1,757,458

固定資産合計 7,373,511 7,249,828

資産合計 10,030,983 9,699,525

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 56,600 54,285

短期借入金 1,641,669 2,416,670

1年内返済予定の長期借入金 888,998 905,664

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

未払法人税等 179,071 22,209

賞与引当金 207,140 31,436

校閉鎖損失引当金 9,488 11,687

災害損失引当金 5,118 2,949

資産除去債務 34,716 8,016

その他 1,256,373 1,122,661

流動負債合計 4,339,175 4,635,579

固定負債   

社債 150,000 120,000
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（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) 

長期借入金 1,900,002 1,672,336

退職給付引当金 383,466 391,665

資産除去債務 439,839 454,204

その他 330,187 267,223

固定負債合計 3,203,496 2,905,430

負債合計 7,542,671 7,541,010

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 425,892 95,680

自己株式 △92,025 △92,025

株主資本合計 2,489,352 2,159,140

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 537 459

為替換算調整勘定 △1,577 △1,084

その他の包括利益累計額合計 △1,039 △625

純資産合計 2,488,312 2,158,515

負債純資産合計 10,030,983 9,699,525
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（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 3,396,125 3,308,681

営業費用 2,900,347 2,934,630

営業総利益 495,778 374,051

販売費及び一般管理費 1,044,305 978,596

営業損失（△） △548,527 △604,544

営業外収益   

受取利息 144 169

受取配当金 175 131

持分法による投資利益 6,758 16,720

受取手数料 1,769 1,629

保険配当金 16,666 2,415

その他 2,372 3,458

営業外収益合計 27,887 24,526

営業外費用   

支払利息 15,886 16,750

その他 166 715

営業外費用合計 16,053 17,465

経常損失（△） △536,693 △597,484

特別利益   

貸倒引当金戻入額 14,215 －

その他 － 1,708

特別利益合計 14,215 1,708

特別損失   

固定資産売却損 16,197 －

固定資産除却損 2,190 －

減損損失 19,542 －

校閉鎖損失 9,290 10,248

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 307,969 －

特別損失合計 355,191 10,248

税金等調整前四半期純損失（△） △877,668 △606,024

法人税、住民税及び事業税 20,604 13,857

法人税等調整額 △179,159 △314,160

法人税等合計 △158,555 △300,302

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △719,113 △305,722

四半期純損失（△） △719,113 △305,722
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △719,113 △305,722

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △495 △78

為替換算調整勘定 125 493

その他の包括利益合計 △370 414

四半期包括利益 △719,484 △305,307

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △719,484 △305,307

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

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 

（注）１ セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△336,643千円には、セグメント間消去10,421千円及び各

報告セグメントに配分されない全社費用△347,064千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又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「教育事業」セグメントにおいて、減損損失19,542千円を計上しております。セグメント利益又はセグメ

ント損失（△）への影響はありませんが、「教育事業」セグメントの資産が19,542千円減少しております。

なお、当該減損損失の計上額は、第１四半期連結累計期間において19,542千円であります。 

  

（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。 

  

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 

（注）１ セグメント損失（△）の調整額△255,614千円には、セグメント間消去1,288千円及び各報告セグメントに配分

されない全社費用△256,903千円が含まれております。 

２ セグメント損失（△）は、四半期連結損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又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  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  3,152,323    243,802    3,396,125    －    3,396,125

  セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,388    98,493    101,882   △101,882   －

計  3,155,712    342,296    3,498,008   △101,882   3,396,125

セグメント利益又はセグメント

損失（△） 
 △214,502    2,618    △211,884   △336,643   △548,527

   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  3,120,313    188,368    3,308,681   －   3,308,681

  セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －    －    －   －   －

計  3,120,313    188,368    3,308,681   －   3,308,681

セグメント損失（△）  △321,486    △27,443    △348,930   △255,614   △604,544
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１）経営管理上重要な指標の推移 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．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、四半期（当期）純損失が計上されており、ま

た潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第37期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理をしております。 

４．第37期第１四半期連結累計期間の四半期純損失については、「資産除去債務に関する会計基準」等の適用に

伴い、313,886千円増加しております。 

  

（２）生産、受注及び販売の状況 

 当社グループは、教育活動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．当四半期決算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。  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

５．補足情報

期次 
前第１四半期連結 

累計期間 
当第１四半期連結 

累計期間 
前連結会計年度 

会計期間 
自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日 

自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日 

自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日 

売上高（千円）  3,396,125  3,308,681  16,710,472

経常利益又は経常損失（△）（千円）  △536,693  △597,484  332,696

四半期（当期）純損失（△）（千円）  △719,113  △305,722  △396,388

四半期包括利益又は包括利益（千円）  △719,484  △305,307  △397,315

純資産額（千円）  2,166,168  2,158,515  2,488,312

総資産額（千円）  9,416,440  9,699,525  10,030,983

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）（円） 
 △88.09  △37.45  △48.56

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（％）  23.0  22.3  24.8
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