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1.  平成25年2月期第2四半期の業績（平成24年3月1日～平成24年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

25年2月期第2四半期 1,708 △1.6 △18 ― △16 ― △8 ―
24年2月期第2四半期 1,736 △1.4 △38 ― △38 ― △27 ―

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

25年2月期第2四半期 △1.33 ―
24年2月期第2四半期 △4.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第2四半期 7,848 3,614 46.1
24年2月期 7,804 3,700 47.4
（参考） 自己資本   25年2月期第2四半期  3,614百万円 24年2月期  3,700百万円

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

24年2月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
25年2月期 ― 0.00
25年2月期（予想） ― 12.00 12.00

3. 平成25年 2月期の業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 3,700 0.4 235 0.1 238 0.2 138 122.8 22.09



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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） 25年2月期2Q 6,935,761 株 24年2月期 6,935,761 株
② 期末自己株式数 25年2月期2Q 656,980 株 24年2月期 656,200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期2Q 6,279,405 株 24年2月期2Q 6,280,923 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、東日本大震災からの復興需要の高まりなどにより緩やかな回復の

兆しが見られたものの、欧州における債務危機の深刻化や新興国の成長力もやや翳りをみせるなど、依然として景

気の先行きは不透明感を払拭できない状況のまま推移いたしました。 

このような環境下において当社は、春季講習においてやや減速した新規入学者数の回復を図るため、生徒の成績

向上実績を広く開示するなど動員力を高め、さらに入学特典を導入した結果、総生徒数は６月以降、前年を回復い

たしました。 

 生徒構成においては、小学生を対象とする「キッズくらぶ」及び個別指導部は前年実績を上回ることができまし

たが、収益の中核をなす中学部並びに高等部においては、前年実績を回復するまでには至りませんでした。 

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,708百万円（前年同期比1.6％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継続的に推し進めたことにより、営業損失18百万円（前年同四半期の営業損失38百万

円）、経常損失16百万円（前年同四半期の経常損失38百万円）となりました。一方、固定資産売却益6百万円の計

上により、四半期純損失は8百万円（前年同四半期の四半期純損失は27百万円）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43百万円増加して7,848百万円となりました。流動

資産は前事業年度末に比べ89百万円増加して486百万円、固定資産は前事業年度末に比べ45百万円減少して7,361百

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129百万円増加して4,233百万円となりました。流動

負債は前事業年度末に比べ29百万円増加して1,810百万円、固定負債は前事業年度末に比べ99百万円増加して2,423

百万円となりました。 

流動負債増加の主な要因は、未払法人税等が106百万円減少したものの、前受金が146百万円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85百万円減少して3,614百万円となりました。 

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２四半期会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65百

万円増加しました。この結果、資金の当第２四半期会計期間末残高は252百万円となりました。 

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２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は81百万円（前年同期比18.9％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２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は61百万円（前年同期比64.6％増）となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出の増加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２四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は45百万円（前年同期比80.4％減）となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出の増加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25年２月期の業績予想は、平成24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24年10月３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．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期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。 

   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、第１四半期会計期間から、法人税法の改正（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）及び法人税法施行令の一部を改正する政令（平

成23年政令第379号））に伴い、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法

に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益への影響は軽微であります。 

   

  

（３）追加情報  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期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。 

  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 227,854 340,587

営業未収入金 3,596 4,909

教材 54,582 28,793

貯蔵品 4,237 1,666

繰延税金資産 75,278 74,634

その他 31,818 36,753

貸倒引当金 △800 △1,000

流動資産合計 396,567 486,345

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,447,191 2,392,726

土地 4,044,817 4,041,823

その他（純額） 107,483 114,949

有形固定資産合計 6,599,492 6,549,499

無形固定資産 46,655 50,174

投資その他の資産   

繰延税金資産 232,646 244,693

投資不動産（純額） 253,394 252,960

その他 275,643 264,507

投資その他の資産合計 761,684 762,162

固定資産合計 7,407,832 7,361,836

資産合計 7,804,399 7,848,181

負債の部   

流動負債   

買掛金 63,560 9,529

短期借入金 350,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 815,512 818,812

未払金 89,514 51,348

未払法人税等 119,764 13,357

前受金 115,738 262,049

賞与引当金 59,677 64,472

ポイント引当金 25,593 35,001

資産除去債務 3,239 －

その他 138,082 156,029

流動負債合計 1,780,681 1,810,599

固定負債   

長期借入金 1,574,181 1,649,575

退職給付引当金 565,423 584,416

長期未払金 139,092 139,092

その他 44,953 50,048

固定負債合計 2,323,650 2,423,132

負債合計 4,104,332 4,233,731
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月31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 2,113,420 2,029,701

自己株式 △376,346 △376,569

株主資本合計 3,699,514 3,615,572

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 553 △1,122

評価・換算差額等合計 553 △1,122

純資産合計 3,700,067 3,614,449

負債純資産合計 7,804,399 7,848,181
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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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 1,736,267 1,708,799

売上原価 1,481,277 1,444,339

売上総利益 254,990 264,460

販売費及び一般管理費 293,952 283,147

営業損失（△） △38,961 △18,687

営業外収益   

受取利息 474 400

受取配当金 345 372

受取家賃 5,851 5,972

受取手数料 7,266 7,383

その他 1,881 1,256

営業外収益合計 15,820 15,385

営業外費用   

支払利息 13,240 10,299

その他 2,162 2,650

営業外費用合計 15,403 12,949

経常損失（△） △38,544 △16,251

特別利益   

固定資産売却益 － 6,332

特別利益合計 － 6,332

特別損失   

固定資産除却損 455 985

特別損失合計 455 985

税引前四半期純損失（△） △39,000 △10,904

法人税、住民税及び事業税 8,176 7,944

法人税等調整額 △19,243 △10,484

法人税等合計 △11,066 △2,540

四半期純損失（△） △27,933 △8,364
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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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24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（△） △39,000 △10,904

減価償却費 75,162 75,411

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,729 4,794

ポイント引当金の増減額（△は減少） 12,396 9,407

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,101 18,992

受取利息及び受取配当金 △820 △772

支払利息 13,240 10,299

固定資産除却損 455 985

有形固定資産売却損益（△は益） － △6,332

売上債権の増減額（△は増加） △1,396 △1,313

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,918 28,359

仕入債務の増減額（△は減少） △69,784 △54,031

未払金の増減額（△は減少） △54,618 △36,034

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,932 △5,881

前受金の増減額（△は減少） 198,014 146,310

その他 17,329 25,020

小計 180,797 204,312

利息及び配当金の受取額 489 406

利息の支払額 △13,022 △10,130

法人税等の還付額 1,594 －

法人税等の支払額 △68,947 △112,792

営業活動によるキャッシュ・フロー 100,911 81,795

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 △54,000 △56,000

定期預金の払戻による収入 19,000 9,000

有形固定資産の取得による支出 △670 △22,272

有形固定資産の売却による収入 － 9,402

投資有価証券の取得による支出 △1,819 △1,822

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,489 △61,692

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） △50,000 50,000

長期借入れによる収入 800,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △435,201 △621,306

自己株式の取得による支出 △72 △223

リース債務の返済による支出 △6,104 △8,182

配当金の支払額 △75,473 △74,658

財務活動によるキャッシュ・フロー 233,149 45,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 296,571 65,733

現金及び現金同等物の期首残高 166,328 186,854

現金及び現金同等物の四半期末残高 462,899 252,587
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該当事項はありません。 

   

   

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

（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23年３月１日 （自 平成24年３月１日 

部  門 至 平成23年８月31日） 至 平成24年８月31日） 

  幼児・小学部 420,913  413,649  △7,264  

  中学部 1,000,171  964,581  △35,589  

  高等部 73,589  65,892  △7,696  

  個別指導部 133,815  144,943  11,127  

  その他 107,778  119,732  11,954  

合  計 1,736,267  1,708,799  △27,467  
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