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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第2四半期 2,527 △1.0 0 ― 397 20.8 4,546 ―
27年3月期第2四半期 2,553 △7.3 △41 ― 329 △0.4 279 7.8

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 4,142百万円 （―％） 27年3月期第2四半期 352百万円 （△15.3％）

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

28年3月期第2四半期 227.57 ―
27年3月期第2四半期 13.98 ―

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

28年3月期第2四半期 30,898 27,858 90.2 1,394.31
27年3月期 25,898 23,858 92.1 1,194.11
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 27,858百万円 27年3月期 23,858百万円

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

27年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
28年3月期 ― 0.00
28年3月期（予想） ― 20.00 20.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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
親会社株主に帰属する

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 5,680 0.2 170 2.3 570 △51.5 4,960 603.5 248.25



(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、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等については、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） 28年3月期2Q 20,031,000 株 27年3月期 20,031,000 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 50,853 株 27年3月期 50,823 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 19,980,164 株 27年3月期2Q 19,980,194 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、全体としては緩やかな回復基調が続きましたが、後半は海外景気

の下振れリスクが将来的な懸念材料となり予断を許さない状況となりました。

　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。また、進学校への受験意欲は高く、進学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

結累計期間の売上高は2,527百万円（前年同四半期比1.0％減）、営業損益につきましては、営業利益が0百万円（前年同

四半期は41百万円の営業損失）、経常利益につきましては、株式売却による有価証券売却益などにより397百万円（前年

同四半期比20.8％増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、持分法適用関連会社であっ

た栄光ホールディングス株式会社の株式を売却したことなどにより、投資有価証券売却益が4,903百万円生じたため

4,546百万円（前年同四半期比1,528.1％増)となりました。

　なお、栄光ホールディングス株式会社は、第１四半期連結会計期間末において持分法の適用範囲から除外されており

ます。

（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20,210百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,813百万円増加し

ました。これは主に現預金が9,659百万円増加したことによるものです。固定資産は10,688百万円となり、前連結会計年

度末に比べ5,813百万円減少しました。これは主に投資有価証券が5,677百万円減少したことによるものです。

この結果、総資産は30,898百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,000百万円増加しました。

(負債)

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は2,550百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,341百万円増加しま

した。これは主に未払金や前受金が669百万円増加したことによるものです。また、固定負債は489百万円となり、前連

結会計年度末に比べ341百万円減少しました。

この結果、負債合計は3,039百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,000百万円増加しました。

(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27,858百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,000百万円増加し

ました。これは主に利益剰余金が4,451百万円増加したことによるものです。

この結果、自己資本比率は90.2％（前連結会計年度末は92.1％）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27年7月15日付「持分法適用関連会社の異動(株式譲渡)に伴う業績予想の修正に関

するお知らせ」で公表いたしました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

　(企業結合に関する会計基準等の適用)

　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会

計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、

第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるた

め、前第２四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,103,586 18,763,085

受取手形及び営業未収入金 79,984 71,908

有価証券 122 122

商品及び製品 12,728 13,176

仕掛品 2,877 12,144

原材料及び貯蔵品 23,757 9,793

繰延税金資産 51,227 67,828

未収入金 388 311,068

未収還付法人税等 29,203 815,560

その他 93,417 146,645

貸倒引当金 △835 △944

流動資産合計 9,396,458 20,210,388

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,910,616 9,888,095

減価償却累計額 △6,075,209 △6,158,490

建物及び構築物（純額） 3,835,406 3,729,605

機械装置及び運搬具 551,128 551,084

減価償却累計額 △511,437 △515,683

機械装置及び運搬具（純額） 39,691 35,400

土地 2,665,479 2,665,479

その他 969,594 968,178

減価償却累計額 △907,417 △910,851

その他（純額） 62,177 57,327

有形固定資産合計 6,602,754 6,487,812

無形固定資産

ソフトウエア 12,512 10,250

電話加入権 1,259 1,259

施設利用権 6,425 6,425

無形固定資産合計 20,196 17,934

投資その他の資産

投資有価証券 9,381,079 3,703,502

繰延税金資産 1,830 11,134

敷金及び保証金 314,599 294,154

退職給付に係る資産 18,645 16,545

その他 162,540 157,077

投資その他の資産合計 9,878,695 4,182,415

固定資産合計 16,501,647 10,688,161

資産合計 25,898,105 30,898,549
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 104,133 61,755

未払金 451,936 801,174

未払法人税等 123,904 839,297

未払費用 182,440 178,827

前受金 336,721 657,171

その他 9,398 12,155

流動負債合計 1,208,535 2,550,381

固定負債

繰延税金負債 354,492 13,888

役員退職慰労引当金 256,516 264,203

資産除去債務 194,404 186,476

預り敷金保証金 25,666 24,995

固定負債合計 831,080 489,564

負債合計 2,039,615 3,039,946

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 16,027,811 20,479,519

自己株式 △45,516 △45,535

株主資本合計 23,310,395 27,762,084

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 509,396 68,437

為替換算調整勘定 3,427 -

退職給付に係る調整累計額 35,270 28,081

その他の包括利益累計額合計 548,094 96,518

純資産合計 23,858,489 27,858,603

負債純資産合計 25,898,105 30,898,549
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 2,553,389 2,527,405

売上原価 2,094,343 2,042,594

売上総利益 459,046 484,810

販売費及び一般管理費 500,510 484,492

営業利益又は営業損失（△） △41,464 317

営業外収益

受取利息 42,830 23,356

受取配当金 32,582 46,523

持分法による投資利益 237,412 -

有価証券償還益 - 3,520

有価証券売却益 2,985 450,027

有価証券評価益 40,200 990

為替差益 1,676 -

その他 15,358 8,605

営業外収益合計 373,045 533,023

営業外費用

有価証券償還損 660 -

持分法による投資損失 - 119,092

為替差損 - 15,216

その他 1,880 1,679

営業外費用合計 2,540 135,989

経常利益 329,041 397,352

特別利益

投資有価証券売却益 - 4,903,426

特別利益合計 - 4,903,426

特別損失

固定資産除却損 4,013 19,365

投資有価証券評価損 - 563

特別損失合計 4,013 19,928

税金等調整前四半期純利益 325,027 5,280,850

法人税等 45,746 733,886

四半期純利益 279,280 4,546,963

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 279,280 4,546,963
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 279,280 4,546,963

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 107,888 △459,886

退職給付に係る調整額 938 △7,189

持分法適用会社に対する持分相当額 △21,813 15,499

持分法適用会社に関する持分変動差額 △14,248 46,627

その他の包括利益合計 72,766 △404,948

四半期包括利益 352,047 4,142,015

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 352,047 4,142,015

非支配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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