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（百万円未満切捨て） 
１.平成24年2月期第3四半期の業績（平成23年3月1日～平成23年11月30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3四半期 2,525  △2.1 △69    ― △69    ―  △46    ― 
23年 2月期第3四半期 2,580  △0.7 △92    ― △101    ―  △66    ― 

 

 
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3四半期 △7.46 ― 
23年 2月期第3四半期 △10.62 ― 

 
（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3四半期 7,962 3,591 45.1 571.80
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3四半期 3,591百万円 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3Ｑ 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3Ｑ 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3Ｑ 6,280,907株 23年2月期3Ｑ 6,282,682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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による様々な減退要因を克服しながら復興へ向け生

産活動は徐々に回復の兆しを見せております。しかしながら欧米諸国における債務問題、長期化する円高基調など

金融情勢は不安定さを増し、今後の企業活動は予断を許さない状況にあり、不透明感を払拭できない状況で推移い

たしました。 

このような環境下において当社は、消費電力の抑制をはじめとした運営コストの削減に取り組み、利益の確保を

図りました。 

生徒の募集活動においては、小学生を対象とする「キッズくらぶ」と個別指導の生徒は、前年実績を上回りまし

たが、中学部並びに高等部においては、期初からの生徒数の不足を回復できず前年実績を下回りました。 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,525百万円（前年同期比2.1％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69百万円（前年同期比24.4％減）、経常損失69百万円

（前年同期比31.8％減）となりました。また、法人税等調整額△34百万円の計上により、四半期純損失46百万円

（前年同期比29.8％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３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ3百万円増加して7,962百万円となりました。流動資

産は前事業年度末に比べ86百万円増加して460百万円、固定資産は前事業年度末に比べ82百万円減少して7,501百万

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３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ129百万円増加して4,370百万円となりました。流動

負債は前事業年度末に比べ3百万円増加して1,861百万円、固定負債は前事業年度末に比べ126百万円増加して2,509

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３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ125百万円減少して3,591百万円となりました。 

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３四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19百

万円増加しました。この結果、資金の当第３四半期累計期間末残高は185百万円となりました。 

また、当第３四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３四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144百万円（前年同期比23.1％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３四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72百万円（前年同期比7.6％増）となりまし

た。これは主に定期預金の預入による支出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３四半期累計期間末において財務活動の結果使用した資金は52百万円（前年同期比71.8％減）となりまし

た。これは主に短期借入金の減少と長期借入金の返済による支出の減少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月期の通期の業績予想につきましては、平成23年９月30日に公表いたしました予想に変更はありませ

ん。 

  

  

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３四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３四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３四半期会計期間末 
(平成23年11月30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 290,831 209,328

営業未収入金 4,164 3,697

教材 36,360 53,196

貯蔵品 1,889 3,982

繰延税金資産 97,212 72,761

その他 30,695 32,163

貸倒引当金 △600 △700

流動資産合計 460,555 374,429

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,470,552 2,554,991

土地 4,078,719 4,078,719

その他（純額） 115,314 112,108

有形固定資産合計 6,664,586 6,745,819

無形固定資産 48,669 50,695

投資その他の資産   

繰延税金資産 255,654 243,679

投資不動産（純額） 253,611 254,265

その他 278,943 289,384

投資その他の資産合計 788,208 787,330

固定資産合計 7,501,465 7,583,845

資産合計 7,962,020 7,958,274

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,267 79,467

短期借入金 450,000 550,000

1年内返済予定の長期借入金 853,012 814,400

未払金 169,182 91,847

未払法人税等 6,287 68,888

前受金 194,966 41,848

賞与引当金 15,904 58,941

ポイント引当金 40,770 24,968

その他 126,191 128,005

流動負債合計 1,861,581 1,858,367

固定負債   

長期借入金 1,768,684 1,674,500

退職給付引当金 552,619 528,390

長期未払金 139,092 139,092

その他 48,618 40,955

固定負債合計 2,509,013 2,382,937

負債合計 4,370,595 4,241,305
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年11月30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 2,004,322 2,126,536

自己株式 △375,984 △375,912

株主資本合計 3,590,777 3,713,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 647 3,905

評価・換算差額等合計 647 3,905

純資産合計 3,591,425 3,716,969

負債純資産合計 7,962,020 7,958,274
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 2,580,538 2,525,271

売上原価 2,249,707 2,172,312

売上総利益 330,830 352,958

販売費及び一般管理費 423,208 422,795

営業損失（△） △92,378 △69,836

営業外収益   

受取利息 948 700

受取配当金 339 365

受取家賃 8,667 8,778

受取手数料 10,163 10,317

その他 1,733 3,143

営業外収益合計 21,852 23,306

営業外費用   

支払利息 26,988 19,444

その他 3,831 3,129

営業外費用合計 30,819 22,573

経常損失（△） △101,345 △69,103

特別利益   

固定資産売却益 － 775

特別利益合計 － 775

特別損失   

固定資産売却損 12,059 －

固定資産除却損 1,517 492

減損損失 4,000 －

投資有価証券評価損 104 －

環境対策費 1,984 －

災害損失 198 －

特別損失合計 19,864 492

税引前四半期純損失（△） △121,209 △68,821

法人税、住民税及び事業税 12,261 12,236

法人税等還付税額 △16,653 －

法人税等調整額 △50,089 △34,217

法人税等合計 △54,481 △21,980

四半期純損失（△） △66,728 △46,840
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 819,315 789,003

売上原価 711,984 691,035

売上総利益 107,330 97,968

販売費及び一般管理費 123,873 128,842

営業損失（△） △16,543 △30,874

営業外収益   

受取利息 299 225

受取配当金 20 20

受取家賃 2,918 2,927

受取手数料 2,965 3,050

その他 900 1,261

営業外収益合計 7,104 7,486

営業外費用   

支払利息 8,171 6,203

その他 1,458 966

営業外費用合計 9,629 7,170

経常損失（△） △19,067 △30,559

特別利益   

固定資産売却益 － 775

特別利益合計 － 775

特別損失   

固定資産売却損 12,059 －

固定資産除却損 － 37

環境対策費 1,984 －

災害損失 198 －

特別損失合計 14,242 37

税引前四半期純損失（△） △33,309 △29,820

法人税、住民税及び事業税 4,067 4,059

法人税等還付税額 △16,653 －

法人税等調整額 △14,059 △14,973

法人税等合計 △26,645 △10,913

四半期純損失（△） △6,664 △18,906
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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３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30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（△） △121,209 △68,821

減価償却費 118,746 113,224

減損損失 4,000 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,350 △43,037

ポイント引当金の増減額（△は減少） 16,435 15,802

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,958 24,229

受取利息及び受取配当金 △1,287 △1,066

支払利息 26,988 19,444

固定資産売却損益（△は益） 12,059 △775

固定資産除却損 1,517 492

投資有価証券評価損益（△は益） 104 －

売上債権の増減額（△は増加） 33 △467

たな卸資産の増減額（△は増加） 20,095 18,928

仕入債務の増減額（△は減少） △45,212 △74,199

未払金の増減額（△は減少） 76,872 77,513

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,299 △8,438

前受金の増減額（△は減少） 174,393 153,117

その他 4,144 5,395

小計 229,990 231,342

利息及び配当金の受取額 532 513

利息の支払額 △26,042 △19,055

法人税等の還付額 135 1,594

法人税等の支払額 △17,115 △70,235

営業活動によるキャッシュ・フロー 187,500 144,160

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 △91,000 △81,000

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 △15,435 △8,780

有形固定資産の売却による収入 22,888 －

投資有価証券の取得による支出 △2,741 △2,739

その他 － 1,125

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,288 △72,394

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） △330,000 △100,000

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 △973,700 △667,204

自己株式の取得による支出 △82 △72

リース債務の返済による支出 △6,104 △9,433

配当金の支払額 △75,547 △75,552

財務活動によるキャッシュ・フロー △185,434 △52,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65,222 19,503

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 175,623 185,831
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該当事項はありません。 

   

  

該当事項はありません。 

  

  

 平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する

法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以後開始する事業年度より法人税

率が変更されることとなりました。 

 これに伴い、平成25年３月１日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延

税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は40.4％から37.8％に変更されます。また、平成28年３月１

日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計

算する法定実効税率は37.8％から35.4％に変更されます。 

 この変更により、当第３四半期会計期間末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算

した場合、固定資産の繰延税金資産が25,077千円減少し、その他有価証券評価差額金が54千円増加し、法人税等

調整額（借方）が25,132千円増加いたします。 

  

  

（１）販売の状況 

 当第３四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

（６）重要な後発事象

４．補足情報

(単位：千円、単位未満切捨）

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 

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11月30日） 至 平成23年11月30日）

  幼児・小学部 609,636  613,659  4,023  

  中学部 1,561,852  1,478,764  △83,088  

  高等部 113,760  111,844  △1,916  

  個別指導部 195,923  208,694  12,771  

  その他 99,365  112,309  12,943  

合  計 2,580,538  2,525,271  △55,266  
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