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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 8,765 △3.3 △220 ― △259 ― △1,942 ―

24年3月期第3四半期 9,068 △5.7 20 △90.8 △33 ― △117 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △1,942百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △118百万円 （―％）

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3四半期 △289.49 ―

24年3月期第3四半期 △17.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 22,174 9,709 43.8
24年3月期 24,211 11,732 48.5

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  9,709百万円 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
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※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」をご覧下さい。 

※  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3Q 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3Q 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3Q 6,709,789 株 24年3月期3Q 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３四半期連結累計期間においては、円安・株高が進行し、我が国経済にとって一定の追い風状況

となっておりますが、日本企業全体の回復はまだまだ先という状況であります。 

当業界におきましては、少子化がさらに一層進行し、また、経済のデフレ状況と消費不況に加えて供

給過多による低価格競争が続いており、より厳しい経営環境となっております。 

こうした状況の下、企業として存続し成長していくためには、全社員が経営環境を共通認識として、

それぞれのマーケットに対応した競争力のある、より質の高い教育サービスを提供していくこと、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・新規事業本部ごとに、本科授業に加えて、秋期

ゼミ等の販売、及び冬期講習売上に尽力してまいりました。また、来期以降を見据え受験学年以外の冬

期一般生募集と１月本科入学にも力を入れてまいりました。 

営業費用におきましては、集団授業の小中学部校舎を一定数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、映像事業への転換による人員の削

減、校舎家賃の軽減による賃借料の削減に努めてまいりました。 

特別損益におきましては、当第１四半期にて福島原発事故の営業損害に対する賠償金を受取補償金と

して特別利益に計上いたしました。また、当第２四半期にて競争激化による授業料平均単価の下落によ

る将来キャッシュ・フローの減少により、一部校舎において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３四半期連結累計期間の売上高は8,765百万円(前年同四半期は

9,068百万円)、営業損失は220百万円(前年同四半期は営業利益20百万円)、経常損失は259百万円(前年

同四半期は経常損失33百万円)、四半期純損失は1,942百万円(前年同四半期は四半期純損失117百万円)

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、厳しい経営環境に対応するため、各マーケット単位での戦略・方向性を打

ち立て、より一層質の高い教育サービスを提供し確実に生徒の成績向上を図ってまいりました。また、

受験学年を中心にした秋期ゼミの単価アップ、冬期講習などの売上増に取り組んでまいりました。しか

しながら今期におきましては、受験学年である中３生が過年度より減少しているため、売上の回復には

至っておりません。また、前期には集団授業を行っていた小中学部の17校舎につき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動しております。 

結果として、小中学部の売上高は6,034百万円(前年同四半期は6,716百万円)、セグメント利益は550

百万円(前年同四半期はセグメント利益794百万円)となりました。 

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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(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

ルの授業を提供し、生徒満足度を向上させております。また、退塾防止のために講師ごとの退塾管理も

強化しておりますが、当第３四半期連結会計期間におきましては、売上を大きく左右する冬期講習売上

高が計画に対して若干の未達になっております。その結果、高校部の売上高は1,654百万円(前年同四半

期は1,793百万円)、セグメント利益73百万円(前年同四半期はセグメント利益42百万円)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の映像事業におきましては、小中学部からの転換し

た校舎を含め、生徒数・売上高ともに順調に推移しており、冬期講習売上も計画を上回るところとなっ

ております。個別指導事業においては、冬期講習売上が計画に対し未達になっております。その結果、

その他の教育事業の売上高は1,076百万円(前年同四半期は558百万円)、セグメント損失は163百万円(前

年同四半期はセグメント損失182百万円)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97百万円増加し、2,656百万円となりました。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて2,133百万円減少し、19,518百万円となりました。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・フローの減少に

より当第２四半期において減損損失を計上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2,036百万円減少し、22,174百万円となりました。 

(負債)  

流動負債は前連結会計年度末に比べて70百万円増加し、6,852百万円となりました。 

固定負債は前連結会計年度末に比べて84百万円減少し、5,612百万円となりました。これは長期借入

金の返済が進んだためであります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて13百万円減少し、12,465百万円となりました。 

(純資産) 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて2,022百万円減少し、9,709百万円となりました。 

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43.8％となりました。 

  

連結業績予想につきましては、平成24年11月７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３四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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,327,229 1,300,477 

受取手形及び売掛金 239,835 294,219 

商品 94,016 86,470 

貯蔵品 25,758 20,600 

繰延税金資産 134,569 234,741 

その他 741,612 723,507 

貸倒引当金 △3,907 △3,868 

流動資産合計 2,559,114 2,656,148 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,585,653 6,580,529 

土地 5,399,929 4,572,413 

その他（純額） 817,630 696,368 

有形固定資産合計 13,803,212 11,849,311 

無形固定資産   

のれん 19,252 － 

その他 120,845 90,136 

無形固定資産合計 140,098 90,136 

投資その他の資産   

繰延税金資産 481,540 646,491 

敷金及び保証金 6,426,983 6,175,396 

その他 1,163,106 1,119,799 

貸倒引当金 △362,672 △362,672 

投資その他の資産合計 7,708,957 7,579,015 

固定資産合計 21,652,269 19,518,464 

資産合計 24,211,383 22,174,613 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 3,733,000 3,848,076 

1年内返済予定の長期借入金 824,646 865,731 

未払金 531,206 568,438 

未払法人税等 187,822 32,245 

未払消費税等 53,089 21,718 

前受金 730,506 763,995 

賞与引当金 214,913 59,775 

その他 506,922 692,738 

流動負債合計 6,782,107 6,852,717 
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 1,278,781 604,597 

退職給付引当金 857,824 961,350 

役員退職慰労引当金 665,505 688,900 

資産除去債務 674,946 690,629 

その他 2,220,035 2,667,222 

固定負債合計 5,697,093 5,612,700 

負債合計 12,479,200 12,465,418 

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 5,675,524 

自己株式 △92 △109 

株主資本合計 11,732,183 9,709,195 

純資産合計 11,732,183 9,709,195 

負債純資産合計 24,211,383 22,174,613 
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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３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 9,068,339 8,765,505 

売上原価 8,119,130 7,992,107 

売上総利益 949,208 773,397 

販売費及び一般管理費 928,363 994,296 

営業利益又は営業損失（△） 20,845 △220,898 

営業外収益   

受取利息 57,286 54,616 

受取配当金 1,976 1,852 

その他 25,880 24,176 

営業外収益合計 85,142 80,645 

営業外費用   

支払利息 129,276 116,558 

その他 9,766 2,599 

営業外費用合計 139,042 119,158 

経常損失（△） △33,055 △259,412 

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 171 － 

賃貸借契約解約損 26,000 － 

減損損失 － 1,913,138 

特別損失合計 26,171 1,913,138 

税金等調整前四半期純損失（△） △59,227 △2,157,872 

法人税、住民税及び事業税 46,271 49,703 

法人税等調整額 12,272 △265,122 

法人税等合計 58,543 △215,419 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △117,771 △1,942,452 

四半期純損失（△） △117,771 △1,942,452 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △117,771 △1,942,452 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △616 － 

その他の包括利益合計 △616 － 

四半期包括利益 △118,387 △1,942,452 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △118,387 △1,942,452 

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３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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) 

 (注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

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 6,716,654 1,793,434 558,250 9,068,339 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― 5,039 5,039 

計 6,716,654 1,793,434 563,289 9,073,378 

セグメント利益又は損失(△) 794,605 42,398 △182,586 654,417 

 (単位：千円) 

利益 金額

報告セグメント計 654,417 

セグメント間取引消去 9,300 

のれんの償却額 △24,752 

全社費用(注) △618,120 

四半期連結損益計算書の営業利益 20,845 

㈱秀英予備校(4678)　平成25年３月期第３四半期決算短信

9



  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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) 

 (注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

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３四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 6,034,573 1,654,302 1,076,629 8,765,505 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― 7,276 7,276 

計 6,034,573 1,654,302 1,083,906 8,772,782 

セグメント利益又は損失(△) 550,009 73,613 △163,134 460,488 

 (単位：千円) 

利益 金額

報告セグメント計 460,488 

セグメント間取引消去 12,277 

のれんの償却額 △19,252 

全社費用(注) △674,412 

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △220,898 

（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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