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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 13,756 2.6 479 △32.8 478 △32.7 261 △31.1
25年3月期第3四半期 13,406 5.1 713 5.2 711 7.0 379 △31.4

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 257百万円 （△42.7％） 25年3月期第3四半期 449百万円 （△14.4％）

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

26年3月期第3四半期 31.92 ―
25年3月期第3四半期 55.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 11,594 6,047 52.2
25年3月期 11,264 6,011 53.4
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 6,047百万円 25年3月期 6,011百万円

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 
25年３月期期末配当金の内訳 普通配当 20円00銭 記念配当 １円00銭 

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

25年3月期 ― 10.00 ― 21.00 31.00
26年3月期 ― 10.00 ―
26年3月期（予想） 20.00 30.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 18,912 4.9 1,024 12.2 1,003 11.5 557 20.2 67.97



(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） 

（注）平成26年３月期第３四半期及び平成25年３月期の期末自己株式数には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する株式（26年３月期第３四半期：119,500
株、25年３月期：171,500株）が含まれております。 

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※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、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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３） 連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 8,334,976 株 25年3月期 8,334,976 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 119,573 株 25年3月期 171,573 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 8,188,519 株 25年3月期3Q 6,773,614 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府主導による経済対策・金融政策の効果により、円安が進

行するとともに企業収益も大企業を中心に改善傾向が表れ、穏やかながら景気回復の動きが見られました。他方、

消費税増税や円安による輸入品の価格上昇の影響など懸念すべき要因もあり、今後の動向は不透明な状況が続いて

おります。 

学習塾業界におきましては、少子化の進行により市場規模が縮小する中で、多様化する顧客ニーズに対応した商

品開発や、新たな事業領域の開拓が積極的に行われております。 

以上の経営環境を踏まえ、当社グループ（当社及び連結子会社。以下同じ。）におきましては、進学塾の根幹を

支える授業はもとより、保護者対応・家庭学習支援・進学情報提供等、サービス全般の“品質向上”に注力し、新

規顧客獲得と通塾生の定着に取り組んでまいりました。 

新商品開発につきましては、平成24年４月に開設した英語講座「早稲田アカデミーＩＢＳ（Integrated 

Bilingual School）」において、高校生対象の「東大受験生のためのハーバード併願コース」を新設するととも

に、ＩＢＳのカリキュラムを汎用化し、「発話力」を中心に英語の４技能（読む、聞く、書く、話す）を育成する

小学校高学年対象の英語講座「Dual Express ENGLISH」を開発し、９月にパイロットコースを開講いたしまし

た。 

また、ＩＣＴの積極活用を推進するための社内プロジェクトを立ち上げ、利益創出と経営管理の合理化を目的

に、営業領域にとどまらず幅広い領域での課題に取り組んでまいりました。 

他方、収益面では、今期以降の出校に備えた育成人員の増加と校舎支援強化のための新部署（人事部、広告宣伝

部）設置に伴う労務費の増加、新校及び既存校の増床による地代家賃の増加、集客のための先行投資となる広告宣

伝費・販売促進費の増加等により、前年同期と比較し利益率が低下いたしております。 

子会社である株式会社野田学園におきましては、生徒一人一人の学力に応じた少人数制のきめ細かい指導の徹底

や高品質の教材提供により顧客満足度の向上に努めるとともに、訴求力の高い広告宣伝の実施、新入生獲得に繋が

るイベント運営に取り組んでまいりました。また、学力伸長と収益向上の両面で重要な講座である夏期・冬期合宿

（サマーヴィレッジ・ウインターヴィレッジ）の受講生獲得に注力いたしました。これらの取り組みにより高卒

生・現役生ともに順調に伸長したことにより、期中平均塾生数は、前年同期比18.7％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13,756百万円（前年同期比2.6％増）、営業利益479百万円

（前年同期比32.8％減）、経常利益478百万円（前年同期比32.7％減）、四半期純利益261百万円（前年同期比

31.1％減）となりました。 

  

（教育関連事業） 

当事業におきましては、引き続き、中期的な合格実績伸長と収益拡大を視野に、低学年集客を全社レベルでの重

点課題とし、各種イベントや学力判定テスト等による集客に注力いたしました。特に、新たに通塾を検討される年

長～小学校低学年層に向けては、講習会や体験講座等により当社の授業をご理解いただく機会を増やし、潜在顧客

の開拓に取り組んでまいりました。 

当第３四半期連結累計期間における校舎展開につきましては、７月に東葉高速線沿線の市場開拓を図るため「八

千代緑が丘校」を開校、11月には京浜東北線沿線のドミナント強化に向けて、「王子校」の受付を開始（授業開始

は平成26年２月）いたしました。いずれも小中学生対象の集団指導“早稲田アカデミー”ブランドでの出校となり

ます。 

学部別の期中平均塾生数（連結）につきましては、小学部13,484人（前年同期比0.7％増）、中学部13,335人

（前年同期比3.1％増）、高校部3,139人（前年同期比3.0％増）となり、いずれも前年同期を上回ることができま

した。 

以上の結果、教育関連事業の売上高は13,713百万円（前年同期比2.7％増）、セグメント利益2,090百万円（前年

同期比7.1％減）となりました。 

  

（不動産賃貸） 

当事業におきましては、物件稼働率の向上に注力いたしましたが、厳しい市況の中で新規顧客の獲得が進捗せ

ず、売上高85百万円（前年同期比8.3％減）、セグメント利益16百万円（前年同期比7.9％減）となりました。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）財政状態に関する説明 

（資産）  

当第３四半期連結会計期間末の総資産額は、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ、 百万円増加い

たしました。増加の主な要因は、流動資産 百万円の増加によるものであります。流動資産の増加の内訳は、営

業未収入金 百万円の増加と、現金及び預金 百万円の減少等によるものであります。 

  

（負債）  

当第３四半期連結会計期間末の負債総額は、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたし

ました。増加の要因は流動負債 百万円の増加と、固定負債 百万円の減少によるものであります。流動負債の

増加の内訳は、支払手形及び買掛金 百万円、未払費用 百万円、前受金 百万円の増加と、未払法人税等

百万円、賞与引当金 百万円の減少等によるものであります。また、固定負債の減少の内訳は、社債 百万円、

長期借入金 百万円の減少等によるものであります。 

  

（純資産）  

当第３四半期連結会計期間末の純資産額は、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたし

ました。その要因は、当四半期純利益 百万円、配当金の支払 百万円と自己株式 百万円の処分によるもので

あります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の53.4％から52.2％となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、収益の基礎となる塾生数が、前年同期比では堅調に伸長した

ものの計画値には至らなかった関係で、売上高・利益ともに予算を下回って推移いたしました。しかしながら、２

月・３月と塾生数が大きく動く年度更新時期を控え、現時点での新規問い合わせ者数は堅調に推移しておりますの

で、引き続き全社を挙げて新入生獲得と費用統制に注力し、年度計画の達成を目指してまいります。従いまして、

本資料発表日現在の通期業績予想につきましては、平成25年５月10日付の公表値からの変更はございません。 

なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、今後、様々な要

因によって異なる結果となる可能性があります。   

   

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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 

該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 
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３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,851,980 1,279,699

営業未収入金 925,342 1,864,937

有価証券 8,289 8,293

商品及び製品 51,914 147,465

原材料及び貯蔵品 3,149 6,864

繰延税金資産 224,933 110,023

その他 321,284 309,301

貸倒引当金 △27,084 △32,924

流動資産合計 3,359,809 3,693,660

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,818,472 4,928,913

減価償却累計額 △2,938,009 △3,079,772

建物及び構築物（純額） 1,880,462 1,849,140

土地 1,745,377 1,745,333

リース資産 875,709 811,791

減価償却累計額 △502,351 △475,532

リース資産（純額） 373,357 336,259

建設仮勘定 28,152 75,534

その他 593,752 615,947

減価償却累計額 △450,725 △491,819

その他（純額） 143,026 124,128

有形固定資産合計 4,170,377 4,130,396

無形固定資産   

ソフトウエア 511,394 470,297

その他 319,442 318,955

無形固定資産合計 830,837 789,253

投資その他の資産   

投資有価証券 824,314 818,697

繰延税金資産 134,942 157,488

差入保証金 1,866,879 1,918,716

その他 88,200 102,152

貸倒引当金 △20,900 △20,800

投資その他の資産合計 2,893,437 2,976,255

固定資産合計 7,894,652 7,895,905

繰延資産   

社債発行費 9,799 5,334

繰延資産合計 9,799 5,334

資産合計 11,264,261 11,594,901



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 161,207 334,587

短期借入金 100,000 80,000

1年内償還予定の社債 280,000 280,000

1年内返済予定の長期借入金 162,000 162,000

未払費用 642,995 753,751

リース債務 156,270 147,558

未払法人税等 322,465 33,679

前受金 523,638 1,191,399

賞与引当金 412,850 206,541

その他 637,937 695,210

流動負債合計 3,399,366 3,884,727

固定負債   

社債 240,000 100,000

長期借入金 508,000 427,000

リース債務 224,402 195,247

繰延税金負債 5,904 5,731

退職給付引当金 493,640 537,484

資産除去債務 348,482 367,973

その他 33,062 29,099

固定負債合計 1,853,491 1,662,536

負債合計 5,252,857 5,547,264

純資産の部   

株主資本   

資本金 968,749 968,749

資本剰余金 917,698 917,698

利益剰余金 4,082,527 4,085,557

自己株式 △122,552 △85,409

株主資本合計 5,846,423 5,886,595

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 164,979 161,040

その他の包括利益累計額合計 164,979 161,040

少数株主持分 － －

純資産合計 6,011,403 6,047,636

負債純資産合計 11,264,261 11,594,901



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 13,406,278 13,756,028

売上原価 10,001,655 10,388,536

売上総利益 3,404,622 3,367,492

販売費及び一般管理費 2,691,336 2,888,209

営業利益 713,286 479,282

営業外収益   

受取利息 301 757

受取配当金 14,262 17,538

広告掲載料 10,000 10,000

その他 6,264 7,725

営業外収益合計 30,828 36,021

営業外費用   

支払利息 26,643 20,851

社債発行費償却 4,464 4,464

固定資産除却損 － 9,988

その他 1,192 1,058

営業外費用合計 32,300 36,362

経常利益 711,814 478,940

特別損失   

固定資産処分損 24,262 5,090

その他 1,258 －

特別損失合計 25,520 5,090

税金等調整前四半期純利益 686,294 473,850

法人税、住民税及び事業税 227,632 118,065

法人税等調整額 79,405 94,372

法人税等合計 307,038 212,437

少数株主損益調整前四半期純利益 379,255 261,412

少数株主利益 － －

四半期純利益 379,255 261,412

少数株主利益 － －

少数株主損益調整前四半期純利益 379,255 261,412

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 69,895 △3,939

その他の包括利益合計 69,895 △3,939

四半期包括利益 449,151 257,473

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 449,151 257,473

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。 

   

   

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  

                                     （単位：千円）  

 （注）１.セグメント利益の調整額 千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費

です。 

２.セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

②報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

   

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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  

                                     （単位：千円）  

 （注）１.セグメント利益の調整額 千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費

です。 

２.セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

②報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  

  

 報告セグメント  
計 

調整額 

（注）１  

四半期連結損益及び 

包括利益計算書計上額 

（注）２  教育関連事業 不動産賃貸 

 売上高 

外部顧客への売上高  13,358,981 47,296 13,406,278  －  13,406,278

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － 45,737 45,737  △45,737  －

計  13,358,981 93,034 13,452,016  △45,737  13,406,278

 セグメント利益  2,249,052 18,143  2,267,195  △1,553,909  713,286

△1,553,909

  

  

 報告セグメント  
計 

調整額 

（注）１  

四半期連結損益及び 

包括利益計算書計上額 

（注）２  教育関連事業 不動産賃貸 

 売上高 

外部顧客への売上高  13,713,333 42,695 13,756,028  －  13,756,028

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － 42,601 42,601  △42,601  －

計  13,713,333 85,296 13,798,630  △42,601  13,756,028

 セグメント利益  2,090,475 16,708 2,107,183  △1,627,901  479,282

△1,627,901



（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

  

①生産及び受注の状況 

 当社グループは、生徒に対して授業を行うことを主たる業務としておりますので、生産能力として表示すべき適

当な指標はありません。また、受注実績につきましても、該当事項はありません。 

  

②販売実績 

  報告セグメント別の販売実績は次のとおりであります。 

 （注）１.セグメント間の取引については、相殺消去しておりません。 

２.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３.生徒数は、期中平均の在籍人数を記載しております。  

４.（ ）内は教育関連事業の内数を表しております。  

  

（その他の注記情報）

  
  

  

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日） 

 減価償却費           千円 470,942        千円 471,587

５．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

報告セグメント

別・品目  

 前第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）  

 当第３四半期連結累計期間 

（自 平成25年４月１日  

至 平成25年12月31日）  

 比較増減 

生徒数（人） 金額（千円） 生徒数（人） 金額（千円）  金額（千円） 

教育関連事業  29,369  13,358,981  29,958  13,713,333  354,351

 小学部 ( )13,387 ( )6,304,653 ( )13,484 ( )6,346,533  41,880

 中学部 ( )12,933 ( )5,597,081 ( )13,335 ( )5,811,900  214,819

 高校部 ( )3,049 ( )1,349,174 ( )3,139 ( )1,443,679  94,504

 その他  － ( )108,073  － ( )111,220  3,146

不動産賃貸  －  93,034  －  85,296 △7,737

合計   29,369  13,452,016  29,958  13,798,630  346,613
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