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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 5,417 △2.1 △619 ― △645 ― △2,196 ―

24年3月期第2四半期 5,535 △6.8 △462 ― △502 ― △348 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △2,196百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △348百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △327.38 ―

24年3月期第2四半期 △51.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 22,997 9,454 41.1
24年3月期 24,211 11,732 48.5

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  9,454百万円 24年3月期  11,732百万円

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3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 12.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31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 12,480 △0.9 172 △55.7 121 △62.2 △1,897 ― △282.72



(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 

（注）詳細は添付資料４ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項」（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧下さい。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビューが実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  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   ：  有

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3月期2Q 6,710,000 株 24年3月期 6,710,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 233 株 24年3月期 178 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 6,709,800 株 24年3月期2Q 6,709,822 株
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１．当四半期決算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は、欧州の金融危機を背景に先進国、新興国ともに経済の先行不

透明感が強まっており、わが国経済も依然としてデフレ脱却が見えないところとなっております。ま

た、領土問題に端を発した中国における日本製品の不買運動も日本経済に打撃を与える懸念が強まって

おります。 

当業界におきましては、小学校に続いて中学校でも「学習指導要領」が改訂され、学習内容が大幅に

増加しました。学習内容をこなすための新たなる需要を生み出し、当業界の市場規模を支えるプラス要

因となっております。しかしながら、全体といたしましては、過当競争による低価格競争が展開され、

厳しい経営環境となっております。 

こうした経営環境におきまして、企業として発展・成長していけるかどうかは、より一層クオリティ

ーの高い教育サービスを提供していくことを全社員の共通認識としていくこと、市場の変化に対応した

新しい業態の教育サービスを開発・拡充していくことであると考えております。 

売上におきましては、小中事業本部・高校事業本部・新規事業本部の各事業本部ごとに、夏期講習の

一般生募集と一般生の９月本科入学、夏期講習売上に尽力してまいりました。 

営業費用におきましては、小中学部において集団授業をしていた校舎の一部を映像事業に転換するた

めの設備改装費用の先行発生、教材の点数増加による教材費の増加があったものの、映像事業転換によ

る人員の削減、校舎家賃の軽減による賃借料の減少等により若干減少いたしました。 

特別損益におきましては、福島原発事故による営業損害につき、その賠償金の残額として受取補償金

14百万円を特別利益に計上しております。また、景気の低迷による家計への負担感の増大、デフレの影

響から全体として授業料単価が下がるとともに、生徒数の確保が難しくなってきております。それによ

り、一部の校舎において当初の売上、収益計画の達成が厳しくなってまいりました。そのため、資産の

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、1,913百万円の減損損失を計上しております。 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は5,417百万円(前年同四半期は

5,535百万円)、営業損失は619百万円(前年同四半期は営業損失462百万円)、経常損失は645百万円(前年

同四半期は経常損失502百万円)、四半期純損失は2,196百万円(前年同四半期は四半期純損失348百万円)

となりました。 

なお、季節的変動要因として、当社グループの生徒数は小中学部・高校部ともに、第１四半期に比べ

第２四半期以降において、各種講習会に参加する一般生数が増加し、また、本科授業の２学期が開始さ

れる９月及び３学期が開始される１月には新入学により本科生数が増加いたします。したがって、第１

四半期に比べ第２四半期以降の売上高の割合が大きくなる傾向があります。 

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

(小中学部) 

小中学部におきましては、全国を17のブロックに分け、それぞれのマーケット、競合関係に対応した

戦略を打ち立て募集を企画し、進捗管理を行ってまいりました。また、管理職も計画的にそれぞれの戦

略会議に参加し、現場の活性化を図ってまいりました。こうした取り組みの結果、夏期講習の一般生募

集と一般生の９月本科入学は過去最高に近い数字となりました。しかしながら、今期におきましては、

売上単価の高い受験学年の中学３年生が過年度より減少しているため、第２四半期連結累計期間の売上

については回復に至っておりません。また、集団授業をしていた小中学部の17校舎を今期より映像事業

に転換したことによりその売上がその他の教育事業に移行しております。 

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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結果として、小中学部の売上高は3,691百万円(前年同四半期は4,088百万円)、セグメント利益は18百

万円(前年同四半期はセグメント利益135百万円)となりました。 

(高校部) 

高校部におきましては、「遠隔ライブ授業」（ライブ授業の同時中継授業）により、全国トップレベ

ルの年間契約講師と授業力の高い正社員教師の授業を提供し、生徒満足度が向上しております。しかし

ながら、今期におきましては、年間の売上を大きく左右する年度初めの卒生募集の不振により、高校部

の売上高は1,038百万円(前年同四半期は1,118百万円)、セグメント損失30百万円(前年同四半期はセグ

メント損失57百万円)となりました。 

(その他の教育事業) 

新規事業として立ち上げましたその他の教育事業における映像事業、個別指導事業は、順調に生徒

数、売上高を増加させております。特にon lineによる映像事業（当社のｉＤ予備校）におきまして

は、小中学部からの移行校舎も含め大幅に生徒数を増加させております。その結果、その他の教育事業

の売上高は687百万円(前年同四半期は328百万円)、セグメント損失は162百万円(前年同四半期はセグメ

ント損失136百万円)となりました。 

  

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて715百万円増加し、3,274百万円となりました。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1,929百万円減少し、19,722百万円となりました。これは有

形固定資産の減価償却が進んだこと、授業料平均単価の下落等による将来キャッシュ・フローの減少か

ら減損損失を計上したことにより有形固定資産の簿価が減少したためであります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて1,213百万円減少し、22,997百万円となりました。 

(負債)  

流動負債は前連結会計年度末に比べて1,033百万円増加し、7,815百万円となりました。これは上半期

運転資金及び夏季賞与資金の調達として短期借入金が426百万円増加したこと、９月入学による生徒数

増加により翌月以降の授業料等前受金が550百万円増加したためであります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べて30百万円増加し、5,727百万円となりました。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて1,063百万円増加し、13,542百万円となりました。 

(純資産) 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて2,277百万円減少し、9,454百万円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の48.5％から41.1％となりました。 

  

連結業績予想につきましては、平成24年10月31日に公表いたしました連結業績予想の変更はありませ

ん。 

  

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日

以後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の方法に変更しており

ます。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調

整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,327,229 1,739,481 

受取手形及び売掛金 239,835 339,821 

商品 94,016 91,036 

貯蔵品 25,758 21,537 

繰延税金資産 134,569 359,798 

その他 741,612 728,532 

貸倒引当金 △3,907 △5,242 

流動資産合計 2,559,114 3,274,965 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,585,653 6,672,392 

土地 5,399,929 4,572,413 

その他（純額） 817,630 716,695 

有形固定資産合計 13,803,212 11,961,501 

無形固定資産   

のれん 19,252 2,750 

その他 120,845 96,916 

無形固定資産合計 140,098 99,666 

投資その他の資産   

繰延税金資産 481,540 634,760 

敷金及び保証金 6,426,983 6,257,168 

その他 1,163,106 1,132,105 

貸倒引当金 △362,672 △362,672 

投資その他の資産合計 7,708,957 7,661,362 

固定資産合計 21,652,269 19,722,530 

資産合計 24,211,383 22,997,495 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 3,733,000 4,159,644 

1年内返済予定の長期借入金 824,646 1,001,764 

未払金 531,206 482,843 

未払法人税等 187,822 50,415 

未払消費税等 53,089 12,058 

前受金 730,506 1,281,180 

賞与引当金 214,913 217,238 

その他 506,922 609,979 

流動負債合計 6,782,107 7,815,125 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 1,278,781 662,466 

退職給付引当金 857,824 915,879 

役員退職慰労引当金 665,505 681,143 

資産除去債務 674,946 686,357 

その他 2,220,035 2,781,557 

固定負債合計 5,697,093 5,727,403 

負債合計 12,479,200 13,542,528 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,089,400 2,089,400 

資本剰余金 1,944,380 1,944,380 

利益剰余金 7,698,495 5,421,296 

自己株式 △92 △109 

株主資本合計 11,732,183 9,454,966 

純資産合計 11,732,183 9,454,966 

負債純資産合計 24,211,383 22,997,495 
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 5,535,581 5,417,406 

売上原価 5,414,643 5,406,965 

売上総利益 120,937 10,441 

販売費及び一般管理費 583,899 629,555 

営業損失（△） △462,961 △619,114 

営業外収益   

受取利息 38,355 36,747 

その他 19,383 17,323 

営業外収益合計 57,739 54,070 

営業外費用   

支払利息 87,619 78,345 

その他 9,494 2,256 

営業外費用合計 97,113 80,602 

経常損失（△） △502,334 △645,646 

特別利益   

受取補償金 － 14,678 

特別利益合計 － 14,678 

特別損失   

固定資産除却損 25 － 

賃貸借契約解約損 26,000 － 

減損損失 － 1,913,138 

特別損失合計 26,025 1,913,138 

税金等調整前四半期純損失（△） △528,360 △2,544,106 

法人税、住民税及び事業税 30,916 31,023 

法人税等調整額 △211,004 △378,448 

法人税等合計 △180,087 △347,424 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △348,273 △2,196,681 

四半期純損失（△） △348,273 △2,196,681 
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △348,273 △2,196,681 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △693 － 

その他の包括利益合計 △693 － 

四半期包括利益 △348,966 △2,196,681 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △348,966 △2,196,681 

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。  

  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９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 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

３．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

    (単位：千円) 

 
報告セグメント 

小中学部 高校部 その他の教育事業 計

売上高     

  外部顧客への売上高 4,088,843 1,118,232 328,505 5,535,581 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― 2,448 2,448 

計 4,088,843 1,118,232 330,953 5,538,029 

セグメント利益又は損失(△) 135,791 △57,850 △136,519 △58,578 

 (単位：千円) 

利益 金額

報告セグメント計 △58,578 

セグメント間取引消去 6,657 

のれんの償却額 △16,501 

全社費用(注) △394,538 

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △462,961 
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９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 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

３．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） 

一部の校舎において国内経済の落ち込みにより売上高・収益が計画を下回っており、十分な生徒

数及び平均単価の確保が難しい状況となったため、今後の見通しを踏まえ、固定資産を回収可能価

額まで減額し、1,913,138千円を減損損失として計上しております。 

なお、セグメントごとの減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては小中学部

1,128,578千円、高校部306,958千円、その他の教育事業477,601千円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

    (単位：千円) 

 
報告セグメント 

小中学部 高校部 その他の教育事業 計

売上高     

  外部顧客への売上高 3,691,241 1,038,520 687,645 5,417,406 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― 4,311 4,311 

計 3,691,241 1,038,520 691,957 5,421,718 

セグメント利益又は損失(△) 18,417 △30,088 △162,199 △173,870 

 (単位：千円) 

利益 金額

報告セグメント計 △173,870 

セグメント間取引消去 8,411 

のれんの償却額 △16,501 

全社費用(注) △437,152 

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △619,114 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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