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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第2四半期 2,553 △7.3 △41 ― 329 △0.4 279 7.8
26年3月期第2四半期 2,753 △6.9 △59 ― 330 29.2 259 13.1

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 352百万円 （△15.3％） 26年3月期第2四半期 415百万円 （312.4％）

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

27年3月期第2四半期 13.98 ―
26年3月期第2四半期 12.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

27年3月期第2四半期 25,271 23,504 93.0 1,176.38
26年3月期 24,895 23,316 93.7 1,166.98
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 23,504百万円 26年3月期 23,316百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
27年3月期 ― 0.00
27年3月期（予想） ― 10.00 10.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 6,200 0.7 270 4.1 1,000 0.5 600 1.5 30.02



(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レビュー手続の対象外ですが、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
く四半期報告書の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、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。業績予測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等については、添付資料P3.「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

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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期2Q 20,031,000 株 26年3月期 20,031,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 50,823 株 26年3月期 50,793 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 19,980,194 株 26年3月期2Q 19,980,243 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税増税前の駆け込み需要の反動により、個人消費の減少傾向

に歯止めがかからず厳しい様相を呈しました。

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、業界再編が進行しておりま

す。各地域の進学校への受験意欲は高く，学習塾に対するニーズは依然根強いものがあります。

　このような状況のもと、当社グループは引き続き会場のスクラップ＆ビルドを積極的に推進し、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。当第２四半期連

結累計期間においては、夏期講習会から千葉県船橋市をはじめ全国９都市において新規に会場を設立し、２学期から船

橋本部及び津田沼本部を立ち上げ、９月末の本部数は71本部、会場数は347会場となりました。

　なお、価格戦略の影響や一人当たり受講メニューの減少も相まって、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,553百万

円（前年同四半期比7.3％減）となりました。営業損益につきましては、会場のスクラップ＆ビルドを進めましたが、営

業損失が41百万円（前年同四半期は59百万円の営業損失）となりました。経常利益につきましては、保有する金融資産

の評価益・利息・配当及び持分法投資利益等を計上した結果，329百万円（前年同四半期比0.4％減）となり、四半期純

利益は279百万円（前年同四半期比7.8％増）となりました。

　当第２四半期連結累計期間のセグメント別の概況は、次のとおりであります。

① 塾関連事業

　当第２四半期連結累計期間においては、夏期講習にむけて会場のスクラップ＆ビルドを進め，９月には千葉県船橋市

に船橋本部，津田沼本部を開設しました。この結果、９月末時点では本部数は71本部（前年度末69本部）、会場数は347

会場（前年度末344会場）となりました。なお，新たな取り組みとして９月から北海道岩見沢市の公立中学校において放

課後を使った学習支援を行っております。

　個別指導部門の㈱プログレスは、一人あたりの週間受講回数が減少したことなどにより、売上高は85百万円（前年同

四半期比8.4％減）となりました。

　コンピューターを利用した学校向け教育ソフトの売上高は、25百万円（前年同四半期比91.6％増）となり、同ソフト

導入実績校は、発売開始以来累計で3,868校となりました。

　この結果、塾関連事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は2,048百万円（前年同四半期比9.1％減）となりました

が，セグメント利益は経費削減努力により82百万円（前年同四半期比11.3％増）となりました。

② スポーツ事業

札幌市内３ヶ所に施設を構えるスポーツクラブZipは、健康志向の高まりによって高年齢者層の利用者が増加したこと

や、幼児・児童の会員数が増加したことなどにより、売上高は290百万円（前年同四半期比0.3％増）、セグメント利益は

24百万円（前年同四半期比25.5％増）となりました。

③ その他

本セグメントは、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、教材の印刷や備品・消耗品の仕入販売、及び

賃貸不動産や学習塾部門の教室の管理・清掃を含んでおります。当第２四半期連結累計期間においては、売上高は214百

万円（前年同四半期比1.7％増）、セグメント利益は40百万円(前年同四半期比2.7％増）となりました。

※セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（２）財政状態に関する説明

　 (資産)

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は9,220百万円となり、前連結会計年度末に比べ261百万円減少しまし

た。これは主に現金及び預金が144百万円減少したこと、有価証券が53百万円減少したことによるものです。固定資産は

16,050百万円となり、前連結会計年度末に比べ637百万円増加しました。これは主に投資有価証券が798百万円増加した

ことによるものです。

　この結果、総資産は25,271百万円となり、前連結会計年度末に比べ375百万円増加しました。

　(負債)

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は1,220百万円となり、前連結会計年度末に比べ186百万円増加しまし

た。これは，前受金が344百万円増加したことなどによるものです。また、固定負債は546百万円となり、前連結会計年

度末に比べ0百万円増加しました。

　この結果、負債合計は1,767百万円となり、前連結会計年度末に比べ187百万円増加しました。

　(純資産)

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は23,504百万円となり、前連結会計年度末に比べ187百万円増加しま

した。これは利益剰余金とその他有価証券評価差額金が増加したことによるものです。

　この結果、自己資本比率は93.0％（前連結会計年度末は93.7％）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

　連結業績予測につきましては、平成26年5月14日の「平成26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。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　会計方針の変更

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職

給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」とい

う。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計

期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近

似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引

率を使用する方法へ変更しております。これによる損益及び財政状態に与える影響はありません。
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,074,297 8,929,891

受取手形及び営業未収入金 96,343 42,285

有価証券 53,828 111

商品及び製品 21,815 12,827

仕掛品 3,502 4,035

原材料及び貯蔵品 20,051 7,345

繰延税金資産 71,795 47,805

未収還付法人税等 27,399 -

その他 114,400 177,418

貸倒引当金 △911 △996

流動資産合計 9,482,524 9,220,724

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,913,719 9,921,543

減価償却累計額 △5,880,441 △5,984,196

建物及び構築物（純額） 4,033,277 3,937,347

機械装置及び運搬具 540,780 541,801

減価償却累計額 △501,808 △506,456

機械装置及び運搬具（純額） 38,972 35,345

土地 2,665,479 2,665,479

その他 966,820 973,464

減価償却累計額 △890,925 △902,793

その他（純額） 75,894 70,671

有形固定資産合計 6,813,624 6,708,843

無形固定資産

ソフトウエア 13,701 12,663

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 22,936 21,897

投資その他の資産

投資有価証券 8,017,189 8,815,338

繰延税金資産 47,205 14,726

敷金及び保証金 338,645 322,331

その他 173,772 167,561

投資その他の資産合計 8,576,813 9,319,958

固定資産合計 15,413,374 16,050,699

資産合計 24,895,898 25,271,423
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 125,000 42,014

未払金 258,543 242,868

未払法人税等 90,786 50,309

未払費用 203,137 182,273

前受金 346,841 691,144

その他 9,246 11,816

流動負債合計 1,033,555 1,220,427

固定負債

繰延税金負債 456 3,350

役員退職慰労引当金 249,862 248,953

退職給付に係る負債 73,399 69,246

資産除去債務 197,161 199,566

預り敷金保証金 24,997 25,657

固定負債合計 545,877 546,774

負債合計 1,579,432 1,767,202

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 15,506,627 15,607,380

自己株式 △45,504 △45,516

株主資本合計 22,789,223 22,889,964

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 545,191 631,272

為替換算調整勘定 5,111 5,105

退職給付に係る調整累計額 △23,060 △22,121

その他の包括利益累計額合計 527,242 614,257

純資産合計 23,316,465 23,504,221

負債純資産合計 24,895,898 25,271,423
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 2,753,452 2,553,389

売上原価 2,282,712 2,094,343

売上総利益 470,740 459,046

販売費及び一般管理費 530,431 500,510

営業損失（△） △59,691 △41,464

営業外収益

受取利息 33,434 42,830

受取配当金 23,728 32,582

持分法による投資利益 257,798 237,412

有価証券償還益 4,694 -

有価証券売却益 - 2,985

有価証券評価益 - 40,200

為替差益 289 1,676

受取保険金 63,056 -

その他 19,689 15,358

営業外収益合計 402,691 373,045

営業外費用

有価証券償還損 - 660

有価証券評価損 12,253 -

その他 488 1,880

営業外費用合計 12,741 2,540

経常利益 330,258 329,041

特別利益

移転補償金 10,000 -

特別利益合計 10,000 -

特別損失

固定資産除却損 12,692 4,013

特別損失合計 12,692 4,013

税金等調整前四半期純利益 327,565 325,027

法人税等 68,549 45,746

少数株主損益調整前四半期純利益 259,016 279,280

四半期純利益 259,016 279,280
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 259,016 279,280

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 177,216 107,888

退職給付に係る調整額 - 938

持分法適用会社に対する持分相当額 △9,304 △21,813

持分法適用会社に関する持分変動差額 △11,386 △14,248

その他の包括利益合計 156,526 72,766

四半期包括利益 415,542 352,047

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 415,542 352,047

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。
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