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１．平成24年2月期第2四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年8月31日） 

（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 2月期第2四半期 8,845   △5.5 △171      － △167      － △226      －

23年 2月期第2四半期 9,358   △3.4  △116      － △99      － △109      －

 

 
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 △26  50 －

23年 2月期第2四半期 △12  75 －

 

（２）連結財政状態 

 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 10,935 5,057 46.0 588  94

23年 2月期 11,350 5,371 47.2 626  81

(参考)自己資本 24年2月期第2四半期        5,035百万円 23年2月期        5,359百万円 

 

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 － 10.00 10.00

24年 2月期 － 0.00  

24年 2月期(予想)  － 10.00 10.00

(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月期の連結業績予想（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 18,200 △3.6 430  7.8 460  1.0 △100  － △11.70

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

 



４．その他  （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。） 

 

（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 ：無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）詳細は、３ページ ２．その他の情報（３） 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要をご覧ください。 

 

（４）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 9,550,888株 23年2月期 9,550,888株

② 期末自己株式数 24年2月期2Ｑ 1,000,590株 23年2月期 1,000,590株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期2Ｑ 8,550,298株 23年2月期2Ｑ 8,550,298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。なお、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「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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアなどの新興国向けを中心とした輸出や

生産の増加に牽引され企業収益は緩やかな回復基調にあったものの、欧米諸国における債務問題の

拡大懸念等による円高の進行や株安の影響、東日本大震災後の消費マインドの低下などにより先行

きは不透明な状況で推移しました。 

教育業界におきましては、集団授業離れの傾向が続く中、当社グループは、「学びＭＡＸ」（集

団授業・個別授業・映像授業・通信添削など選べる総合教育システム）の定着により、第１四半期

は集団・個別・映像授業の全体生徒数において順調なスタートを切りました。しかし、震災の影響

を受けた新学期の入会や春期講習への集客減少は厳しいものとなっております。 

このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、第１四半期から学びＭＡＸによるよ

り柔軟な受講科目や受講方法の選択ができるよう単科受講制度を強化しました。また、ニーズの高

い学校定期試験対策にも着目した各種講座を設定するなど、生徒一人ひとりが目的を達成できるよ

うなサービスを提供することで、夏期講習や今後の集客に向けた対応を続けてまいりました。しか

しながら、現段階におきましては、春先の集客の伸び悩みをカバーするには至らない状況となって

おります。 

また、少子化や需要の減少などの経営環境の変化に対応するため、従来の中学、高校、大学受験

を中心としたサービスから、受験のみにとらわれない幅広い分野を対象とした「総合教育サービス

企業」への転換も同時に図っております。前期からスタートした小学校低学年生とそのご父母を対

象にした「キッズフィールド（親子日帰り体験プログラム）」は、内容を充実させ、開催回数を重

ねております。さらに、当期からは、職業訓練「ＩＴ基礎講座」の開講、日本語学校を対象とした

「日本留学試験対策講座」の映像配信など、新たな営業も開始しております。今後も幼児から社会

人、高齢者に至るまで対象年齢層の拡大とサービスラインの増強を図り、総合教育サービス企業と

しての位置づけをより明確にしていく計画であります。現在、様々なプロジェクトが進行中であり、

今後の収益改善に寄与していくものと考えております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は8,845百万円（前年同四半期比94.5％）と

なりました。その内訳は、集団売上高6,364百万円（前年同四半期比88.8％）、個別売上高1,519百

万円（前年同四半期比110.1％）、映像売上高831百万円（前年同四半期比121.6％）、その他130百

万円（前年同四半期比102.5％）であります。また、営業損失は171百万円（前年同四半期営業損失

116百万円）、経常損失は167百万円（前年同四半期経常損失99百万円）、資産除去債務に関する会

計基準の適用に伴う特別損失を158百万円計上した結果、四半期純損失は226百万円（前年同四半期

純損失109百万円）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は10,935百万円（前連結会計年度末比3.7％減）とな

りました。 
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（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は5,878百万円（前連結会計年度末比1.7％減）となり

ました。主な要因は、前受金の減少によるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は5,057百万円（前連結会計年度末比5.8％減）とな

りました。主な要因は、利益剰余金の減少によるものであります。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,823百万円（前年同四半期比480

百万円の減少）となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは655百万円の収入（前年同四半期827百万円の収入）となり

ました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは61百万円の支出（前年同四半期134百万円の支出）となりま

した。主な要因は、有形固定資産、無形固定資産の取得によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは399百万円の支出（前年同四半期417百万円の支出）となり

ました。主な要因は、借入金の返済によるものであります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間において、平成23年４月15日付け決算短信で発表いたしました業績予想

と実績値の間に差異が生じております。詳細は、平成23年10月３日に公表しております「平成24年２

月期 第２四半期連結累計期間の業績予想との差異に関するお知らせ」をご参照ください。 

また、平成24年２月期通期の業績予想につきましては、平成23年４月15日付け決算短信で発表いた

しました業績予想を修正いたします。詳細につきましては、本日公表の、「平成24年２月期 通期連

結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

        該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

        該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 
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    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、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は、それぞれ4,341千円増加し、

税金等調整前四半期純損失は162,541千円増加しております。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188,614千円であります。 

 

②表示方法の変更 

イ．「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）に基づく財

務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」また、当第２四半

期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

 

ロ．前第２四半期連結会計期間において、営業外損益の「雑収入」に含めていた「受取配当金」

は営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記すること

としております。なお、前第２四半期連結会計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれる「受取

配当金」は、2,587千円であります。 
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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２四半期連結会計期間末 
(平成23年８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23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,703,944 3,380,794 

受取手形及び売掛金 71,248 57,925 

有価証券 20,831 20,822 

商品及び製品 153,185 121,716 

仕掛品 9,655 38,521 

原材料及び貯蔵品 19,100 14,494 

その他 1,288,887 1,163,681 

貸倒引当金 △35,074 △23,265 

流動資産合計 4,231,778 4,774,690 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,355,459 1,334,151 

その他（純額） 958,376 881,496 

有形固定資産合計 2,313,836 2,215,648 

無形固定資産   

のれん 116,340 131,852 

映像授業コンテンツ 159,345 146,165 

その他 346,274 282,456 

無形固定資産合計 621,960 560,475 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,644,331 2,717,707 

その他 1,124,017 1,081,912 

投資その他の資産合計 3,768,349 3,799,620 

固定資産合計 6,704,145 6,575,744 

資産合計 10,935,924 11,350,434 

（株）市進ホールディングス （4645） 平成24年２月期　第２四半期決算短信

－5－



(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成23年８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23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 62,465 39,341 

短期借入金 660,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 420,694 444,607 

未払金及び未払費用 998,889 970,119 

未払法人税等 21,466 104,519 

前受金 158,772 770,721 

賞与引当金 347,597 308,577 

その他 281,504 593,994 

流動負債合計 2,951,390 3,231,880 

固定負債   

長期借入金 1,077,369 1,186,765 

退職給付引当金 1,201,430 1,129,836 

資産除去債務 188,614 － 

その他 459,383 430,160 

固定負債合計 2,926,798 2,746,761 

負債合計 5,878,188 5,978,642 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,375,900 1,375,900 

資本剰余金 1,085,177 1,085,177 

利益剰余金 3,280,279 3,592,348 

自己株式 △320,257 △320,257 

株主資本合計 5,421,099 5,733,167 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,550 10,201 

土地再評価差額金 △383,962 △383,962 

評価・換算差額等合計 △385,513 △373,761 

新株予約権 22,150 12,385 

純資産合計 5,057,735 5,371,792 

負債純資産合計 10,935,924 11,350,434 
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年８月31日) 

売上高 9,358,674 8,845,276 

売上原価 8,018,507 7,613,910 

売上総利益 1,340,167 1,231,366 

販売費及び一般管理費 1,456,503 1,403,301 

営業損失（△） △116,335 △171,935 

営業外収益   

受取利息 4,195 2,892 

雑収入 32,820 23,797 

営業外収益合計 37,016 26,690 

営業外費用   

支払利息 18,706 18,166 

雑損失 1,322 3,710 

営業外費用合計 20,029 21,877 

経常損失（△） △99,349 △167,122 

特別利益   

移転補償金 － 16,105 

原状回復費戻入益 － 1,264 

その他 － 457 

特別利益合計 － 17,827 

特別損失   

固定資産除却損 37,592 25,632 

減損損失 9,890 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 158,199 

特別損失合計 47,482 183,832 

税金等調整前四半期純損失（△） △146,831 △333,126 

法人税、住民税及び事業税 83,419 13,553 

法人税等調整額 △121,208 △120,114 

法人税等合計 △37,788 △106,560 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △226,565 

四半期純損失（△） △109,043 △226,565 
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【第２四半期連結会計期間】 
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８月31日) 

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

売上高 5,522,725 5,196,908 

売上原価 4,158,620 3,882,216 

売上総利益 1,364,104 1,314,692 

販売費及び一般管理費 751,327 699,359 

営業利益 612,776 615,333 

営業外収益   

受取利息 2,152 1,552 

受取配当金 － 4,481 

受取手数料 4,816 － 

雑収入 8,426 7,645 

営業外収益合計 15,395 13,679 

営業外費用   

支払利息 10,708 9,377 

雑損失 664 449 

営業外費用合計 11,372 9,827 

経常利益 616,798 619,184 

特別利益   

移転補償金 － 16,105 

その他 － 457 

特別利益合計 － 16,563 

特別損失   

固定資産除却損 30,839 3,189 

減損損失 9,890 － 

特別損失合計 40,729 3,189 

税金等調整前四半期純利益 576,069 632,557 

法人税、住民税及び事業税 71,524 7,016 

法人税等調整額 238,082 270,899 

法人税等合計 309,606 277,915 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 354,642 

四半期純利益 266,462 354,642 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △146,831 △333,126 

減価償却費 181,446 220,270 

減損損失 9,890 － 

のれん償却額 7,485 15,512 

差入保証金償却額 957 1,384 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,641 11,809 

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,820 39,020 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 71,798 71,594 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △458,560 － 

受取利息及び受取配当金 △6,782 △7,373 

支払利息 18,706 18,166 

固定資産除却損 37,592 25,632 

売上債権の増減額（△は増加） △50,899 △99,569 

たな卸資産の増減額（△は増加） △46,650 △37,997 

仕入債務の増減額（△は減少） △141,704 23,124 

未払金の増減額（△は減少） △1,641 40,432 

前受金の増減額（△は減少） 195,017 △611,948 

未払消費税等の増減額（△は減少） 118,706 △346,011 

その他 57,234 211,458 

小計 △144,772 △757,621 

利息及び配当金の受取額 4,865 6,288 

利息の支払額 △19,690 △18,406 

法人税等の支払額 △162,412 △99,592 

営業活動によるキャッシュ・フロー △322,009 △869,332 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 99,724 173,113 

有形固定資産の取得による支出 △111,417 △147,375 

映像授業コンテンツの制作による支出 △39,055 △38,482 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 △228,888 － 

長期貸付けによる支出 △1,620 △5,300 

長期貸付金の回収による収入 2,368 2,910 

敷金及び保証金の差入による支出 △51,304 △47,280 

敷金及び保証金の回収による収入 48,194 119,271 

その他 △16,534 △76,021 

投資活動によるキャッシュ・フロー △298,532 △19,164 
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 600,000 660,000 

長期借入れによる収入 640,000 100,000 

長期借入金の返済による支出 △216,239 △233,309 

配当金の支払額 △84,845 △85,151 

リース債務の返済による支出 △43,474 △56,769 

財務活動によるキャッシュ・フロー 895,441 384,769 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 274,899 △503,726 

現金及び現金同等物の期首残高 2,028,338 2,326,943 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,303,238 1,823,216 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

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

   該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

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

 当社グループは、教育の分野において、小中学生及び高校生を対象とした学習･受験指導の教育サ

ービスを提供すべく、単一業種の事業活動を営んでおりますので、該当事項はありません。 

 

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

   当社は、教育関連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） 

  第１四半期連結会計期間より、「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21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 

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

   該当事項はありません。 
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