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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 4,648 △3.7 307 0.2 830 69.4 669 105.3
24年3月期第3四半期 4,824 △2.1 307 △4.3 490 ― 326 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 692百万円 （149.0％） 24年3月期第3四半期 277百万円 （―％）

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 33.51 ―
24年3月期第3四半期 16.32 ―

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 24,974 22,364 89.5
24年3月期 23,695 21,871 92.3
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  22,364百万円 24年3月期  21,871百万円

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 ― 10.00 10.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 10.00 10.00

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 7,100 2.3 800 16.1 1,180 1.4 570 38.7 28.53



(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 

(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報告書の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は、金融商品取引
法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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当たっての注記事項については〔添付資料〕
ｐ.2「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。 

※  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 20,031,000 株 24年3月期 20,031,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 50,757 株 24年3月期 50,682 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 19,980,259 株 24年3月期3Q 19,980,375 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の悪化を背景に景気後退局面に入りましたが、今後

は海外経済の持ち直しや復興需要、追加金融緩和により、緩やかな回復軌道に入ることが期待されます。 

当学習塾業界におきましては、少子化傾向に対応するため各社ともエリア拡大や集客力のあるメニュー開発を

行い、経営体質の強化や業容拡大、シナジー効果を期待した業務提携や資本提携の動きが見られ、業界再編が徐々

に進行しております。また、新学習指導要領の施行による、脱ゆとり教育への転換により学習塾に対するニーズは

高まっているものと思われます。 

 このような状況のもと、当社グループは、地域ナンバーワン校への合格実績を高めるためにコース・メニューの

拡充と指導力の更なる強化を実施してまいりました。 

 エリア拡大としては、当年度春から群馬県高崎市に本部事務所を構え、本部数は70本部、会場数は413会場とな

りました。なお、教室網の拡充につきましては、スクラップ＆ビルド戦略を推進しつつ、当第3四半期においては

不採算会場の統合によって経営の効率化を進めてまいりました。また、「速読速解コース」「ウィングネット」

「アルゴクラブ」等のメニューの拡充にも努めてまいりました。 

 個別指導部門のプログレスは、昨年度開設した旭川市、北見市、柏市での生徒数が順調に伸び、売上高は前年同

期比4.2％増となりました。 

 以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は4,648百万円（前年同期比3.7％減）となり、利益面では営業

利益307百万円（前年同期比0.2％増）、経常利益830百万円（前年同期比69.4％増）、四半期純利益669百万円（前

年同期比105.3％増）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、有価証券が323百万円減少しましたが、現金及び預金が2,015

百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ1,773百万円増加し、7,613百万円となりました。固定資産

は、建物及び構築物の減価償却費172百万円の発生や長期預金で300百万円の減少があったため、前連結会計年度末

に比べ494百万円減少し、17,360百万円となりました。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末よりも1,278百万円増加し、24,974百万円となりました。 

 流動負債は、前受金が530百万円増加したこと等により、前連結会計年度末より821百万円増加し、2,044百万円

となりました。固定負債は前連結会計年度末より35百万円減少し、565百万円となりました。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末より785百万円増加し、2,609百万円となりました。 

  純資産合計は、利益剰余金が435百万円増加したこと等により前連結会計年度末に比べ493百万円増加し、22,364

百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は89.5％（前連結会計年度末は92.3％）となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月15日付「平成24年３月期 決算短信」で公表いた

しました通期の連結業績予想に変更はありません。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

   

（２）四半期連結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。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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、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。   

 なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

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

(株)進学会(9760)　平成25年3月期　第3四半期決算短信

3



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 4,981,421 6,997,079

受取手形及び営業未収入金 64,148 46,221

有価証券 537,248 213,650

商品及び製品 13,317 11,329

仕掛品 737 778

原材料及び貯蔵品 28,221 8,143

繰延税金資産 67,111 77,313

その他 149,482 260,568

貸倒引当金 △1,294 △1,145

流動資産合計 5,840,395 7,613,938

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,750,508 9,730,517

減価償却累計額 △5,482,137 △5,654,711

建物及び構築物（純額） 4,268,370 4,075,806

機械装置及び運搬具 537,692 541,036

減価償却累計額 △493,479 △498,304

機械装置及び運搬具（純額） 44,213 42,732

土地 2,836,739 2,836,739

建設仮勘定 － 2,480

その他 986,892 994,586

減価償却累計額 △888,853 △911,344

その他（純額） 98,038 83,242

有形固定資産合計 7,247,362 7,041,000

無形固定資産   

ソフトウエア 9,862 9,197

電話加入権 1,259 1,259

施設利用権 7,975 7,975

無形固定資産合計 19,096 18,431

投資その他の資産   

投資有価証券 9,203,963 9,344,554

繰延税金資産 497,281 390,649

敷金及び保証金 349,397 338,743

長期預金 300,000 －

その他 237,973 227,150

投資その他の資産合計 10,588,616 10,301,098

固定資産合計 17,855,075 17,360,531

資産合計 23,695,470 24,974,469
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 128,427 63,795

未払金 305,119 203,666

短期借入金 － 504,425

未払法人税等 109,836 76,019

未払費用 252,013 217,857

前受金 402,072 932,688

その他 25,243 45,628

流動負債合計 1,222,712 2,044,082

固定負債   

退職給付引当金 67,860 51,424

役員退職慰労引当金 291,037 276,100

資産除去債務 217,114 212,972

繰延税金負債 － 183

その他 25,542 25,100

固定負債合計 601,554 565,781

負債合計 1,824,267 2,609,864

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,984,100 3,984,100

資本剰余金 3,344,000 3,344,000

利益剰余金 14,522,575 14,958,027

自己株式 △45,467 △45,490

株主資本合計 21,805,208 22,240,637

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 65,995 123,968

その他の包括利益累計額合計 65,995 123,968

純資産合計 21,871,203 22,364,605

負債純資産合計 23,695,470 24,974,469
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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 4,824,896 4,648,577

売上原価 3,637,300 3,509,022

売上総利益 1,187,595 1,139,555

販売費及び一般管理費 880,445 831,788

営業利益 307,150 307,766

営業外収益   

受取利息 21,519 39,346

受取配当金 41,062 24,188

有価証券評価益 － 34,811

為替差益 － 1,932

持分法による投資利益 360,312 424,785

その他 20,395 17,064

営業外収益合計 443,290 542,128

営業外費用   

支払利息 － 4,118

有価証券償還損 11,756 14,355

有価証券売却損 － 522

有価証券評価損 227,119 －

為替差損 19,155 －

その他 2,399 744

営業外費用合計 260,429 19,741

経常利益 490,010 830,153

特別損失   

固定資産除却損 27,326 22,437

その他 2,331 －

特別損失合計 29,657 22,437

税金等調整前四半期純利益 460,352 807,716

法人税等 134,248 138,258

少数株主損益調整前四半期純利益 326,104 669,457

四半期純利益 326,104 669,457
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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利益 326,104 669,457

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,496 38,023

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,256 19,949

持分法適用会社に関する持分変動差額 △35,455 △35,387

その他の包括利益合計 △48,208 22,585

四半期包括利益 277,895 692,043

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 277,895 692,043

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。   

   

   

 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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