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1.  平成26年2月期第3四半期の業績（平成25年3月1日～平成25年11月30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3四半期 2,455 △2.2 △56 ― △47 ― △46 ―
25年2月期第3四半期 2,510 △0.6 △28 ― △24 ― △16 ―

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3四半期 △7.36 ―
25年2月期第3四半期 △2.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第3四半期 7,450 3,255 43.7
25年2月期 7,264 3,370 46.4
（参考） 自己資本   26年2月期第3四半期  3,255百万円 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 ― 0.00 ―
26年2月期（予想） 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、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 3,640 △0.8 227 △17.5 239 △14.8 131 ― 21.01



(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3Q 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3Q 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3Q 6,278,536 株 25年2月期3Q 6,279,152 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税率の引き上げが決定し、今後の景気、消費動向には不透明

感が拭えないものの金融緩和策の効果もあり、円高是正、株価の回復により、輸出関連、金融関連企業を中心に企

業業績の持ち直しが顕著となりました。 

このような環境下において当社は、中核をなす中学部を始め高等部及び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。しかし通常料金に比べ廉価な小学生を対象とする「キッズくらぶ」においては前年実績を

上回り拡大傾向は続いており、総在籍者数は前年実績をわずかながら上回ることができました。 

 この結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,455百万円（前年同期比2.2％減）となり、営業損失は56百万円

（前年同四半期の営業損失28百万円）、経常損失は47百万円（前年同四半期の経常損失24百万円）、四半期純損失

は46百万円（前年同四半期の四半期純損失16百万円）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ185百万円増加して7,450百万円となりました。流動

資産は前事業年度末に比べ79百万円増加して460百万円、固定資産は前事業年度末に比べ105百万円増加して6,989

百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が増加したことによるものであります。 

 固定資産増加の主な要因は、投資有価証券の取得により投資その他の資産が増加したことによるものでありま

す。 

 当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ299百万円増加して4,194百万円となりました。流動

負債は前事業年度末に比べ1百万円減少して1,740百万円、固定負債は前事業年度末に比べ301百万円増加して2,454

百万円となりました。 

 流動負債減少の主な要因は、未払法人税等が減少したことによるものであります。 

 固定負債増加の主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。 

 当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ114百万円減少して3,255百万円となりました。 

 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26年２月期の業績予想につきましては、平成25年10月２日に公表いたしました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３四半期会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 217,071 294,656

営業未収入金 3,413 4,127

有価証券 － 3,550

教材 56,072 32,877

貯蔵品 2,388 1,210

繰延税金資産 72,826 93,931

その他 29,770 30,959

貸倒引当金 △600 △700

流動資産合計 380,942 460,613

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,271,507 2,224,879

土地 3,694,053 3,694,053

その他（純額） 97,984 103,682

有形固定資産合計 6,063,544 6,022,614

無形固定資産 51,532 44,845

投資その他の資産   

繰延税金資産 248,018 239,305

投資不動産（純額） 252,529 251,895

その他 268,396 430,784

投資その他の資産合計 768,943 921,985

固定資産合計 6,884,021 6,989,445

資産合計 7,264,963 7,450,058

負債の部   

流動負債   

買掛金 70,541 7,263

短期借入金 300,000 450,000

1年内返済予定の長期借入金 779,212 665,408

未払金 87,960 160,553

未払法人税等 139,415 6,924

前受金 114,510 233,843

賞与引当金 84,624 20,934

ポイント引当金 23,616 35,185

資産除去債務 4,744 1,496

その他 137,125 158,662

流動負債合計 1,741,750 1,740,274

固定負債   

長期借入金 1,378,469 1,678,974

退職給付引当金 593,628 604,043

長期未払金 139,092 139,092

その他 41,480 32,022

固定負債合計 2,152,671 2,454,132

負債合計 3,894,421 4,194,406
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年11月30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 1,657,744

自己株式 △376,624 △376,638

株主資本合計 3,365,131 3,243,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,411 12,105

評価・換算差額等合計 5,411 12,105

純資産合計 3,370,542 3,255,651

負債純資産合計 7,264,963 7,450,058
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 2,510,467 2,455,753

売上原価 2,137,453 2,093,035

売上総利益 373,014 362,718

販売費及び一般管理費 401,928 419,571

営業損失（△） △28,914 △56,853

営業外収益   

受取利息 589 3,517

受取配当金 392 469

受取家賃 9,199 7,447

受取手数料 10,582 10,833

その他 1,859 1,596

営業外収益合計 22,623 23,864

営業外費用   

支払利息 14,796 11,016

その他 3,582 3,676

営業外費用合計 18,379 14,692

経常損失（△） △24,669 △47,682

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 1,287 729

特別損失合計 1,287 729

税引前四半期純損失（△） △19,624 △48,355

法人税、住民税及び事業税 11,901 13,931

法人税等調整額 △14,947 △16,059

法人税等合計 △3,045 △2,127

四半期純損失（△） △16,579 △46,228
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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３四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３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 

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11月30日） 至 平成25年11月30日） 

  幼児・小学部 612,026  635,840  23,813  

  中学部 1,447,124  1,399,837  △47,287  

  高等部 99,992  83,129  △16,863  

  個別指導部 223,255  215,576  △7,678  

  その他 128,067  121,369  △6,698  

合  計 2,510,467  2,455,753  △54,714  
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