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四半期報告書提出予定日 平成24年11月12日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：有 ( アナリスト・機関投資家向け )

(百万円未満切捨て)

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）

（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 3,945 20.5 753 118.5 756 139.5 441 288.8
24年３月期第２四半期 3,274 ― 344 ― 315 ― 113 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 449百万円( 298.2％) 24年３月期第２四半期 112百万円( ―％)

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 76.48 ―
24年３月期第２四半期 19.67 ―

※第１四半期連結会計期間より、会計方針を一部変更しております。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」をご覧ください。ま
た、前年同四半期については各財務数値に対して遡及処理を行っております。これに伴い、平成24年３月期第２四
半期の対同年同四半期増減率は記載しておりません。 
 

（２）連結財政状態

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 4,651 2,633 55.3
24年３月期 4,566 2,422 51.7

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 2,572百万円 24年３月期 2,359百万円

※第１四半期連結会計期間より、会計方針を一部変更しております。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」をご覧ください。ま
た、前期末については各財務数値に対して遡及処理を行っております。

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

24年３月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

25年３月期 ― 0.00

25年３月期(予想) ― 40.00 40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無



 

 
(％表示は、対前期増減率) 

 

   

 
  

  

 

 

   

   

   

 
  

  

   

   

   

   

 

 

 

 
・当社は、平成24年11月26日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。詳細については当

社ホームページをご覧ください。また、この説明会で使用した決算説明資料は開催後速やかに当社ホームページに
掲載する予定です。 

  

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）

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 8,058 23.0 1,207 139.1 1,210 136.8 680 317.7 117.86

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※平成24年３月期通期の財務数値に対して遡及処理を行っているため、対前期増減率は遡及処理後の数値との比較に
よるものであります。

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 1社（社名） 株式会社進学舎

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（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（２）四半期連結財務諸表の作成
に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（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) 25年３月期２Ｑ 6,749,780株 24年３月期 6,749,780株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 980,258株 24年３月期 980,216株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 5,769,540株 24年３月期２Ｑ 5,769,702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連結財務諸表の四半期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、（添付資料）３ページ「１．当四半期
決算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」をご覧ください。
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第１四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っており、遡及処理後の数値で前四半期連結累計期

間との比較を行っております。 

  

  

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景とした緩やかな回復

傾向が見られる一方で、電力供給に対する懸念、欧州における金融不安や中国などアジア新興国の景気減

速懸念等の不安材料もあり、先行きが不透明な状況で推移しました。 

  学習塾業界におきましては、少子化による市場の縮小や家庭内における教育費の抑制が続き、競争に一

層拍車がかかっております。 

  このような状況の中、当社は、学齢人口の増加が続いている東京都内及び近郊エリアに、「ena」、

「マイスクールena」を中心とする進学塾を展開し、生徒・保護者様のニーズに応えられる教育環境を築

いてまいりました。また、各家庭において私立中学・高校への進学という投資効果に対して視線が厳しく

なる中、特に人気が高まっている都立中高一貫校及び都立難関高校の入試対策コースの充実を図り、生

徒・保護者様のニーズにきめ細かく応えることのできる学習指導に取り組んでまいりました。 

  当第２四半期連結累計期間における当社単体につきましては、前年同四半期と比較して、売上高、営業

利益、経常利益及び四半期純利益が大幅に増加いたしました。これは、既存の各校舎の生徒数が順調に推

移したことに加えて、４月に事業を譲受けた「新宿セミナー」及び「新宿美術学院」、６月に事業を譲受

けた「アサヒ進学指導センター」が売上高及び利益の増加に貢献したことによるものであります。また、

昨年後半に実施した当社連結子会社であった株式会社進学舎とのブランド統合及び校舎統合、当期首に行

った吸収合併により、校舎運営費用の削減効果が生じました。 

  海外校舎を主に展開するGAKKYUSHA USAグループ（GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.、GAKKYUSHA CANADA 

CO.,LTD.、GAKKYUSHA SINGAPORE PTE.LTD.、GAKKYUSHA Hong Kong Limited及び株式会社学究社帰国教

育）に関しては、日系企業の現地駐在員帰国の流れが収束し駐在員数が回復基調になったことに加え、カ

リキュラムや授業料を見直したことも影響して、売上高は前年同四半期の実績を上回りました。しかし、

校舎運営費用の負担増により損益は前年同四半期の実績を下回る結果となりました。 

  受験・教育ポータルサイトの運営を行う株式会社インターエデュ・ドットコムは、コンテンツや営業力

の充実、人員拡大による組織体制の強化により、売上高、利益ともに前年同四半期と比較して大幅に増加

いたしました。 

  これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,945百万円（前年同四半期比20.5％増）、営業

利益は753百万円（前年同四半期比118.5％増）、経常利益は756百万円（前年同四半期比139.5％増）、四

半期純利益は441百万円（前年同四半期比288.8％増）となりました。 

  

１．当四半期決算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
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資産、負債及び純資産の状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、34百万円減少し、1,189百万円となりました。これは、

主として現金及び預金、繰延税金資産の減少、売掛金の増加等によるものであります。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べて、119百万円増加し、3,461百万円となりました。これは、

主としてのれんの増加、ソフトウエア、差入保証金の減少等によるものであります。 

  この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、85百万円増加し、4,651百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、92百万円減少し、1,589百万円となりました。これは、

主として短期借入金、未払金の減少、未払法人税等、前受金の増加等によるものであります。 

  固定負債は、前連結会計年度末に比べて、33百万円減少し、428百万円となりました。これは、主

として長期借入金の減少等によるものであります。 

  この結果、負債は前連結会計年度末に比べて、126百万円減少し、2,017百万円となりました。 

純資産は前連結会計年度末に比べて、211百万円増加し、2,633百万円となりました。これは、主と

して利益剰余金の増加によるものであります。 

  

  

  

通期の連結業績予想につきましては、平成24年11月２日公表の「平成25年３月期 第２四半期累計期間

及び通期業績予想の再修正に関するお知らせ」に記載のとおりであります。配当につきましては、業績状

況、配当性向等を踏まえ、平成24年５月17日公表の「平成24年３月期 決算短信」に記載のとおり期末配

当を40円とさせていただく予定です。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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第１四半期連結会計期間において、従来、連結子会社であった株式会社進学舎は、当社を存続会社と

した吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。 

  

  

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。 

  

  

① 売上計上基準の変更 

教育事業の維持費収入については、従来、入金時に売上高を計上しておりましたが、第１四半期連

結会計期間より、受講期間に応じて売上高を計上する方法に変更しております。この変更は、新宿セ

ミナー及び新宿美術学院の事業譲受けを契機に、今後の校舎運営費用等との対応関係の見直しを行っ

た結果、収益の実態をより適切に反映し期間損益の適正化を図るためのものであります。 

  当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については、遡及適用後の四

半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、前第２四半期連結累計期間の売上高、売上総

利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ25,371千円増加しております。

また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首

残高は51,957千円減少しております。 

  

② 法人税法の改正に伴う減価償却方法の変更 

当社及び国内連結子会社は、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。 

  なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（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 920,204 880,188

売掛金 85,662 117,879

商品 17,301 15,221

貯蔵品 309 309

繰延税金資産 68,619 45,012

その他 134,906 133,679

貸倒引当金 △2,520 △2,321

流動資産合計 1,224,481 1,189,967

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,510,135 2,525,715

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,063,240 △1,104,359

建物及び構築物（純額） 1,446,894 1,421,356

機械装置及び運搬具 59,557 59,770

減価償却累計額 △46,535 △48,677

機械装置及び運搬具（純額） 13,021 11,092

工具、器具及び備品 501,711 508,634

減価償却累計額及び減損損失累計額 △370,925 △388,653

工具、器具及び備品（純額） 130,786 119,980

土地 619,585 619,585

有形固定資産合計 2,210,287 2,172,014

無形固定資産   

のれん 206,783 358,192

ソフトウエア 98,909 83,861

その他 167 152

無形固定資産合計 305,860 442,205

投資その他の資産   

繰延税金資産 82,746 82,892

差入保証金 625,131 610,610

その他 176,713 205,197

貸倒引当金 △58,877 △51,449

投資その他の資産合計 825,713 847,250

固定資産合計 3,341,861 3,461,471

資産合計 4,566,343 4,651,439
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 17,183 13,365

短期借入金 400,000 －

1年内返済予定の長期借入金 123,329 83,329

未払金 353,835 267,316

未払法人税等 79,362 301,666

未払消費税等 11,965 53,634

前受金 626,225 780,947

賞与引当金 29,630 37,710

その他 40,777 51,510

流動負債合計 1,682,309 1,589,480

固定負債   

長期借入金 236,671 206,673

退職給付引当金 154,454 154,886

その他 70,445 66,530

固定負債合計 461,570 428,089

負債合計 2,143,880 2,017,570

純資産の部   

株主資本   

資本金 806,680 806,680

資本剰余金 1,243,664 1,243,664

利益剰余金 818,908 1,029,378

自己株式 △423,304 △423,333

株主資本合計 2,445,947 2,656,389

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △86,239 △84,229

その他の包括利益累計額合計 △86,239 △84,229

少数株主持分 62,755 61,708

純資産合計 2,422,463 2,633,868

負債純資産合計 4,566,343 4,651,439
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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 3,274,027 3,945,765

売上原価 2,317,308 2,586,483

売上総利益 956,718 1,359,281

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 129,874 127,937

給料手当及び福利費 193,020 173,219

賞与引当金繰入額 2,237 6,227

退職給付費用 3,989 2,311

支払報酬 76,515 90,902

賃借料 48,498 56,469

租税公課 21,839 22,518

その他 135,904 126,304

販売費及び一般管理費合計 611,880 605,892

営業利益 344,837 753,389

営業外収益   

受取利息 764 393

受取配当金 4 4

受取手数料 566 3,151

法人税等還付加算金 1,370 202

自動販売機収入 1,442 1,188

貸倒引当金戻入額 5 －

その他 2,442 5,852

営業外収益合計 6,596 10,793

営業外費用   

支払利息 2,422 2,502

為替差損 8,253 2,720

寄付金 23,100 －

その他 1,853 2,595

営業外費用合計 35,629 7,817

経常利益 315,804 756,365

特別利益   

固定資産売却益 218 －

特別利益合計 218 －

特別損失   

減損損失 27,756 9,699

固定資産除却損 30,567 3,369

特別損失合計 58,324 13,069

税金等調整前四半期純利益 257,698 743,295

法人税等 139,729 296,232

少数株主損益調整前四半期純利益 117,968 447,063

少数株主利益 4,467 5,810

四半期純利益 113,501 441,253
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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利益 117,968 447,063

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △5,593 1,872

持分法適用会社に対する持分相当額 412 137

その他の包括利益合計 △5,180 2,010

四半期包括利益 112,788 449,074

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 108,321 443,263

少数株主に係る四半期包括利益 4,467 5,810
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該当事項はありません。  

  

  

  

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）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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