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1.  平成26年2月期第1四半期の業績（平成25年3月1日～平成25年5月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2月期第1四半期 716 1.5 △83 ― △80 ― △57 ―
25年2月期第1四半期 705 △2.1 △95 ― △93 ― △50 ―

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2月期第1四半期 △9.21 ―
25年2月期第1四半期 △8.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第1四半期 7,224 3,240 44.9
25年2月期 7,264 3,370 46.4
（参考） 自己資本   26年2月期第1四半期  3,240百万円 25年2月期  3,370百万円

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

25年2月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
26年2月期 ―
26年2月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

3. 平成26年 2月期の業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 1,728 1.1 △6 ― △3 ― △2 ― △0.45
通期 3,714 1.3 276 0.4 283 0.7 169 ― 26.97



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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） 26年2月期1Q 6,935,761 株 25年2月期 6,935,761 株
② 期末自己株式数 26年2月期1Q 657,231 株 25年2月期 657,184 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期1Q 6,278,546 株 25年2月期1Q 6,279,544 株

※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ありますが、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
基づく四半期財務諸表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あたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年来、新政権による経済対策への期待感から円安、株価の回復

が進み、景況感に明るい兆しが見られたものの、長期化する電力供給問題、雇用、所得環境の改善の遅れなどによ

り依然として景気動向は不透明感を払拭できない状況のまま推移いたしました。 

このような状況のもとで、当社は、中核をなす中学部において生徒数が前年実績を上回りました。また小学生を

対象とする「キッズくらぶ」においても生徒数が前年実績を上回り拡大傾向となっております。しかし、高等部、

個別指導部において前年実績を上回ることができませんでした。 

 一方、経費においては、ほぼ前年並みに推移いたしました。 

 この結果、当第１四半期累計期間の売上高は716百万円（前年同期比1.5％増）となり、営業損失は83百万円（前

年同四半期の営業損失95百万円）、経常損失は80百万円（前年同四半期の経常損失93百万円）、四半期純損失は57

百万円（前年同四半期の四半期純損失50百万円）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べて40百万円減少して7,224百万円となりました。流

動資産は前事業年度末に比べ22百万円減少して358百万円、固定資産は前事業年度末に比べ17百万円減少して6,866

百万円となりました。 

 流動資産減少の主な要因は、現金及び預金が減少したことによるものであります。 

 固定資産減少の主な要因は、有形固定資産の減価償却によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ89百万円増加して3,983百万円となりました。流動

負債は前事業年度末に比べ244百万円増加して1,985百万円、固定負債は前事業年度末に比べ154百万円減少して

1,997百万円となりました。 

 流動負債増加の主な要因は、短期借入金と前受金が増加したことによるものであります。 

 固定負債減少の主な要因は、長期借入金が減少したことによるものであります。 

 当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ129百万円減少して3,240百万円となりました。 

 主な要因は、配当金の支払い及び四半期純損失による利益剰余金の減少によるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成25年４月12日付「平成25年２月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」において発表いたしました第２四半

期（累計）および通期の業績予想に変更はありません。 

   

   

（１）四半期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。 

   

   

（２）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（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 217,071 163,887

営業未収入金 3,413 3,398

教材 56,072 43,981

貯蔵品 2,388 1,530

繰延税金資産 72,826 102,488

その他 29,770 43,319

貸倒引当金 △600 △600

流動資産合計 380,942 358,005

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,271,507 2,245,071

土地 3,694,053 3,694,053

その他（純額） 97,984 108,411

有形固定資産合計 6,063,544 6,047,536

無形固定資産 51,532 49,037

投資その他の資産   

繰延税金資産 248,018 243,783

投資不動産（純額） 252,529 252,314

その他 268,396 274,077

投資その他の資産合計 768,943 770,175

固定資産合計 6,884,021 6,866,749

資産合計 7,264,963 7,224,754

負債の部   

流動負債   

買掛金 70,541 1,631

短期借入金 300,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 779,212 744,212

未払金 87,960 64,433

未払法人税等 139,415 6,257

前受金 114,510 200,595

賞与引当金 84,624 67,925

ポイント引当金 23,616 26,373

資産除去債務 4,744 4,744

その他 137,125 119,670

流動負債合計 1,741,750 1,985,843

固定負債   

長期借入金 1,378,469 1,218,666

退職給付引当金 593,628 600,852

長期未払金 139,092 139,092

その他 41,480 39,383

固定負債合計 2,152,671 1,997,994

負債合計 3,894,421 3,983,838
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 990,750 990,750

資本剰余金 971,690 971,690

利益剰余金 1,779,315 1,646,141

自己株式 △376,624 △376,638

株主資本合計 3,365,131 3,231,943

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,411 8,973

評価・換算差額等合計 5,411 8,973

純資産合計 3,370,542 3,240,916

負債純資産合計 7,264,963 7,224,754
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 705,785 716,071

売上原価 658,874 644,967

売上総利益 46,910 71,104

販売費及び一般管理費 142,902 154,114

営業損失（△） △95,991 △83,010

営業外収益   

受取利息 186 147

受取配当金 20 20

受取家賃 2,926 2,084

受取手数料 5,524 5,030

その他 544 572

営業外収益合計 9,202 7,855

営業外費用   

支払利息 5,124 3,712

その他 1,694 1,464

営業外費用合計 6,819 5,177

経常損失（△） △93,607 △80,332

特別利益   

固定資産売却益 6,332 －

投資有価証券売却益 － 56

特別利益合計 6,332 56

特別損失   

固定資産除却損 726 729

特別損失合計 726 729

税引前四半期純損失（△） △88,002 △81,005

法人税、住民税及び事業税 3,958 4,203

法人税等調整額 △41,333 △27,378

法人税等合計 △37,375 △23,175

四半期純損失（△） △50,626 △57,830
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

（１）販売の状況 

 当第１四半期累計期間の販売実績（売上高）は以下のとおりであります。 

（注）1 その他は、合宿収入等であります。 

2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

（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

（５）重要な後発事象

４．補足情報

(単位：千円、単位未満切捨）

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 

比較増減 （自 平成24年３月１日 （自 平成25年３月１日 

部  門 至 平成24年５月31日） 至 平成25年５月31日） 

  幼児・小学部 183,159  196,516  13,357  

  中学部 411,098  416,375  5,277  

  高等部 28,632  23,286  △5,345  

  個別指導部 63,165  61,237  △1,927  

  その他 19,729  18,655  △1,073  

合  計 705,785  716,071  10,286  
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