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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 1,154 △3.0 △348 ― △316 ― △208 ―

23年3月期第1四半期 1,190 2.0 △349 ― △869 ― △791 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △82百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △918百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △10.45 ―

23年3月期第1四半期 △39.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 22,960 21,268 92.6
23年3月期 23,340 21,550 92.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  21,268百万円 23年3月期  21,550百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 3,145 1.1 100 8.9 150 ― 30 ― 1.50
通期 7,100 1.1 700 2.5 800 89.2 170 ― 8.49



(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、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。 

4.  その他

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

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） 24年3月期1Q 20,031,000 株 23年3月期 20,031,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 50,606 株 23年3月期 50,606 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 19,980,394 株 23年3月期1Q 19,980,491 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月の東日本大震災の影響が続き産業活動並びに個人消費と

もに厳しい状況が続きました。 

 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目

指しており、併せて経営体質の強化や業容拡大、並びにシナジー効果を期待して、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。個別指導は依然堅調でありますし、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

ン高への合格実績を高めるべくハイレベルの指導を維持してまいりました。また、入試状況に合わせたオリジナル

テキストの作成や授業で毎回行う復習テストの実施により、生徒の成績向上をサポートしてまいりました。エリア

拡大としては、この春から茨城県守谷市に本部事務所を構え、本部数は68本部、会場数は436会場となりました。

しかしながら、学習塾部門においては、新学期入会者数が計画を若干下回り、子会社販売部門も計画未達となりま

した。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,154百万円（前年同四半期比3.0％減）となり、利益面で

は、営業損失が348百万円（前年同四半期は349百万円の営業損失）、経常損失が316百万円（前年同四半期は869百

万円の経常損失）、四半期純損失が208百万円（前年同四半期は791百万円の四半期純損失）となりました。  

 なお、首都圏では初となる夏期講習会を今年から千葉県の柏市と我孫子市で実施するため、その準備を６月から

進めております。 

 また、長期的なパートナーシップ関係にある㈱栄光の安定株主としてその企業価値向上を支援するため、㈱栄光

株式の22.7％を保有する㈲信和管財（現：㈲進学会ホールディングス）を５月に100％子会社化致しました。その

結果、従来保有していた7.1％を加えると当社グループが保有する㈱栄光株式の合計は29.9％となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は22,960百万円となり、前連結会計年度末よりも380百万円減少しまし

た。流動資産は、現預金及び有価証券の減少により前連結会計年度末より3,328百万円減少しましたが、固定資産

は、関係会社株式の増加により前連結会計年度末より2,948百万円増加しました。負債は、未払金等の減少により

97百万円減少し、純資産は、利益剰余金の減少により282百万円減少しました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想から変更はあり

ません。 

  

  

（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。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,500,117 3,504,887

受取手形及び営業未収入金 75,644 44,141

有価証券 1,085,757 599,276

商品及び製品 12,073 10,516

原材料及び貯蔵品 24,068 19,091

繰延税金資産 81,178 245,835

その他 148,140 174,736

貸倒引当金 △1,129 △1,113

流動資産合計 7,925,849 4,597,373

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,377,795 9,489,391

減価償却累計額 △5,235,881 △5,290,917

建物及び構築物（純額） 4,141,914 4,198,473

機械装置及び運搬具 533,887 534,854

減価償却累計額 △476,419 △480,484

機械装置及び運搬具（純額） 57,468 54,370

土地 3,087,612 3,087,612

その他 981,043 981,389

減価償却累計額 △853,385 △862,448

その他（純額） 127,658 118,940

有形固定資産合計 7,414,654 7,459,397

無形固定資産   

ソフトウエア 14,633 13,318

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 23,867 22,553

投資その他の資産   

投資有価証券 6,253,720 9,286,159

繰延税金資産 759,991 649,040

敷金及び保証金 396,406 381,982

長期預金 300,000 300,000

その他 266,429 264,253

投資その他の資産合計 7,976,548 10,881,436

固定資産合計 15,415,069 18,363,386

資産合計 23,340,919 22,960,760
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 95,273 44,584

未払金 339,279 202,769

未払法人税等 72,865 22,292

未払費用 248,887 198,636

前受金 399,095 553,805

その他 14,924 54,743

流動負債合計 1,170,326 1,076,832

固定負債   

退職給付引当金 78,302 76,837

役員退職慰労引当金 283,058 280,141

資産除去債務 228,303 228,015

繰延税金負債 － 209

その他 30,119 30,190

固定負債合計 619,783 615,394

負債合計 1,790,109 1,692,226

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 14,352,778 13,944,008

自己株式 △45,446 △45,446

株主資本合計 21,635,431 21,226,661

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △84,622 41,871

その他の包括利益累計額合計 △84,622 41,871

純資産合計 21,550,809 21,268,533

負債純資産合計 23,340,919 22,960,760
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,190,679 1,154,494

売上原価 1,173,867 1,168,093

売上総利益又は売上総損失（△） 16,811 △13,599

販売費及び一般管理費 366,464 334,752

営業損失（△） △349,652 △348,351

営業外収益   

受取利息 5,591 22,831

受取配当金 9,664 26,218

その他 7,968 3,001

営業外収益合計 23,224 52,050

営業外費用   

有価証券償還損 － 137

有価証券評価損 431,263 18,001

為替差損 111,127 2,050

その他 780 302

営業外費用合計 543,170 20,490

経常損失（△） △869,599 △316,792

特別損失   

固定資産除却損 20,925 11,078

投資有価証券評価損 18,481 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 146,596 －

その他 － 2,307

特別損失合計 186,003 13,386

税金等調整前四半期純損失（△） △1,055,603 △330,178

法人税等 △263,750 △121,358

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △791,852 △208,820

四半期純損失（△） △791,852 △208,820

（株）進学会（9760）平成24年3月期第１四半期 決算短信

5



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △791,852 △208,820

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △126,825 126,493

その他の包括利益合計 △126,825 126,493

四半期包括利益 △918,678 △82,326

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △918,678 △82,326

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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