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（百万円未満切捨て） 
１.平成24年2月期第2四半期の業績（平成23年3月1日～平成23年8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2四半期 1,736  △1.4 △38    ― △38    ―  △27    ― 
23年 2月期第2四半期 1,761  △0.5 △75    ― △82    ―  △60    ― 

 

 
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2四半期 △4.45 ― 
23年 2月期第2四半期 △9.56 ― 

 
（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2四半期 8,244 3,610 43.8 574.77
23年 2月期 7,958 3,716 46.7 591.76

(参考)自己資本 24年2月期第2四半期 3,610百万円 23年2月期 3,716百万円 

 
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 ― 0.00 ― 12.00 12.00   
24年 2月期 ― 0.00   

24年 2月期(予想)   ― 12.00 12.00   

(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、対前期増減率） 

 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

通  期 3,725  △1.1 209    0.3 208    4.7 115  167.6 18.33

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

  

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 ：有 

（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 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半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2Ｑ 6,935,761株 23年2月期 6,935,761株

② 期末自己株式数 24年2月期2Ｑ 654,886株 23年2月期 653,056株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期2Ｑ 6,280,923株 23年2月期2Ｑ 6,282,705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財務諸表の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）２ページ「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）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災、原発事故からの具体的復興への道筋が示されず、

電力供給の制約、さらに欧米における財政破綻懸念により為替市場では円が急騰し、企業活動、収益及び雇用環境

は厳しさを増しました。 

このような環境下において当社は、消費電力の15％抑制、運営コストの削減に取り組み、収益の確保を図りまし

た。 

生徒の募集活動といたしましては、期初からの生徒数の不足の回復を、６月から夏季講習にかけて新規入学者の

獲得に注力いたしましたが、個人消費は当面の生活防衛ムードが高まり、厳しい運営を強いられ、当社の中核をな

す中学部において前年実績を下回り、回復できないまま推移いたしました。 

一方、小学生を対象とする「キッズくらぶ」及び個別指導部、さらに夏の合宿においては前年実績を上回ること

ができました。 

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,736百万円（前年同期比1.4％減）となり、利益面では人件費をは

じめ全体的な経費削減を推し進めたことにより、営業損失38百万円（前年同期比48.6％減）、経常損失38百万円

（前年同期比53.2％減）となりました。一方、法人税等調整額△19百万円の計上により、四半期純損失27百万円

（前年同期比53.5％減）となりました。 

  

（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２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ286百万円増加して8,244百万円となりました。流動

資産は前事業年度末に比べ337百万円増加して712百万円、固定資産は前事業年度末に比べ51百万円減少して7,532

百万円となりました。 

流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が増加したことによるものであります。 

固定資産減少の主な要因は、有形固定資産の減価償却によるものであります。 

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ393百万円増加して4,634百万円となりました。流動

負債は前事業年度末に比べ76百万円増加して1,934百万円、固定負債は前事業年度末に比べ316百万円増加して

2,699百万円となりました。 

流動負債増加の主な要因は、前受金が増加したことによるものであります。 

固定負債増加の主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。 

当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ106百万円減少して3,610百万円となりました。 

主な要因は、配当金の支払い及び四半期純損失による利益剰余金の減少によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末残高に比べ296

百万円増加しました。この結果、資金の当第２四半期累計期間末残高は462百万円となりました。 

また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは、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） 

当第２四半期累計期間末において営業活動の結果得られた資金は100百万円（前年同期比17.4％減）となりまし

た。これは主に法人税等の支払額の増加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） 

当第２四半期累計期間末において投資活動の結果使用した資金は37百万円（前年同期比37.2％減）となりまし

た。これは主に定期預金の預入による支出と有形固定資産の取得による支出の減少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） 

当第２四半期累計期間末において財務活動の結果得られた資金は233百万円（前年同期に使用した資金は22百万

円）となりました。これは主に長期借入れによる収入が短期借入金の減少額と長期借入金の返済による支出を上回

ったことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年２月期の業績予想は、平成23年４月13日に公表いたしました業績予想を変更しております。詳細につき

ましては、平成23年９月30日に公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）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 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関して、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 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、前事業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、前事業年度末の検討において使用した将来の業績予測及び

タックス・プランニングの結果を利用しております。 

  

2 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第1四半期会計期間より、「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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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２四半期会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 540,899 209,328

営業未収入金 5,093 3,697

教材 43,953 53,196

貯蔵品 2,307 3,982

繰延税金資産 85,162 72,761

その他 35,622 32,163

貸倒引当金 △800 △700

流動資産合計 712,238 374,429

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,498,785 2,554,991

土地 4,078,719 4,078,719

その他（純額） 122,675 112,108

有形固定資産合計 6,700,179 6,745,819

無形固定資産 50,684 50,695

投資その他の資産   

繰延税金資産 252,930 243,679

投資不動産（純額） 253,828 254,265

その他 274,640 289,384

投資その他の資産合計 781,398 787,330

固定資産合計 7,532,262 7,583,845

資産合計 8,244,501 7,958,274

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,682 79,467

短期借入金 500,000 550,000

1年内返済予定の長期借入金 890,512 814,400

未払金 45,240 91,847

未払法人税等 13,805 68,888

前受金 239,863 41,848

賞与引当金 64,670 58,941

ポイント引当金 37,365 24,968

その他 133,771 128,005

流動負債合計 1,934,910 1,858,367

固定負債   

長期借入金 1,963,187 1,674,500

退職給付引当金 545,491 528,390

長期未払金 139,092 139,092

その他 51,782 40,955

固定負債合計 2,699,553 2,382,937

負債合計 4,634,464 4,241,305
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 990,750 990,750

資本剰余金 971,690 971,690

利益剰余金 2,023,229 2,126,536

自己株式 △375,984 △375,912

株主資本合計 3,609,684 3,713,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 353 3,905

評価・換算差額等合計 353 3,905

純資産合計 3,610,037 3,716,969

負債純資産合計 8,244,501 7,958,274
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 1,761,222 1,736,267

売上原価 1,537,722 1,481,277

売上総利益 223,499 254,990

販売費及び一般管理費 299,335 293,952

営業損失（△） △75,835 △38,961

営業外収益   

受取利息 648 474

受取配当金 319 345

受取家賃 5,748 5,851

受取手数料 7,197 7,266

その他 833 1,881

営業外収益合計 14,747 15,820

営業外費用   

支払利息 18,817 13,240

その他 2,373 2,162

営業外費用合計 21,190 15,403

経常損失（△） △82,277 △38,544

特別損失   

固定資産除却損 1,517 455

減損損失 4,000 －

投資有価証券評価損 104 －

特別損失合計 5,621 455

税引前四半期純損失（△） △87,899 △39,000

法人税、住民税及び事業税 8,193 8,176

法人税等調整額 △36,029 △19,243

法人税等合計 △27,835 △11,066

四半期純損失（△） △60,063 △27,933
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 1,037,155 1,015,020

売上原価 832,201 796,200

売上総利益 204,953 218,819

販売費及び一般管理費 144,811 140,672

営業利益 60,142 78,147

営業外収益   

受取利息 352 244

受取配当金 298 324

受取家賃 2,875 2,927

受取手数料 1,895 1,906

その他 37 762

営業外収益合計 5,460 6,165

営業外費用   

支払利息 9,013 6,481

その他 1,438 1,195

営業外費用合計 10,452 7,676

経常利益 55,151 76,636

特別損失   

固定資産除却損 － 455

減損損失 4,000 －

投資有価証券評価損 104 －

特別損失合計 4,104 455

税引前四半期純利益 51,047 76,180

法人税、住民税及び事業税 3,903 4,093

法人税等調整額 20,838 28,919

法人税等合計 24,741 33,013

四半期純利益 26,305 43,167
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８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（△） △87,899 △39,000

減価償却費 79,078 75,162

減損損失 4,000 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,358 5,729

ポイント引当金の増減額（△は減少） 12,171 12,396

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,954 17,101

受取利息及び受取配当金 △967 △820

支払利息 18,817 13,240

固定資産除却損 1,517 455

投資有価証券評価損益（△は益） 104 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,303 △1,396

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,020 10,918

仕入債務の増減額（△は減少） △41,780 △69,784

未払金の増減額（△は減少） △43,668 △54,618

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,029 △3,932

前受金の増減額（△は減少） 213,613 198,014

その他 △3,420 17,329

小計 153,565 180,797

利息及び配当金の受取額 508 489

利息の支払額 △18,196 △13,022

法人税等の還付額 － 1,594

法人税等の支払額 △13,688 △68,947

営業活動によるキャッシュ・フロー 122,188 100,911

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △64,000 △54,000

定期預金の払戻による収入 19,000 19,000

有形固定資産の取得による支出 △12,885 △670

投資有価証券の取得による支出 △1,821 △1,819

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,707 △37,489

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △480,000 △50,000

長期借入れによる収入 1,200,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △662,600 △435,201

自己株式の取得による支出 △26 △72

リース債務の返済による支出 △3,932 △6,104

配当金の支払額 △75,547 △75,473

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,107 233,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,374 296,571

現金及び現金同等物の期首残高 240,846 166,328

現金及び現金同等物の四半期末残高 281,220 462,899
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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）販売の状況 

 当第２四半期累計期間の販売実績（売上高）は以下のとおりであります。 

（注）1 その他は、合宿収入等であります。 

2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

(単位：千円、単位未満切捨）

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 

比較増減 （自 平成22年３月１日 （自 平成23年３月１日 

部  門 至 平成22年８月31日） 至 平成23年８月31日） 

  幼児・小学部 420,131  420,913  781  

  中学部 1,048,845  1,000,171  △48,674  

  高等部 73,107  73,589  481  

  個別指導部 122,988  133,815  10,826  

  その他 96,148  107,778  11,629  

合  計 1,761,222  1,736,267  △24,954  
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