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1. 2022年2月期第2四半期の連結業績（2021年3月1日～2021年8月31日）

(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 ％

2022年2月期第2四半期 1,824 6.9 76 ― 89 ― 41 ―

2021年2月期第2四半期 1,707 ― △10 ― △1 ― △27 ―

（注）包括利益 2022年2月期第2四半期　　47百万円 （―％） 2021年2月期第2四半期　　△39百万円 （―％）

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

2022年2月期第2四半期 70.12 ―

2021年2月期第2四半期 △46.21 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2022年2月期第2四半期 6,879 3,349 48.7

2021年2月期 6,841 3,377 49.4

（参考）自己資本 2022年2月期第2四半期 3,349百万円 2021年2月期 3,377百万円

2. 配当の状況

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

2021年2月期 ― 0.00 ― 120.00 120.00

2022年2月期 ― 0.00

2022年2月期（予想） ― 120.00 120.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2022年 2月期の連結業績予想（2021年 3月 1日～2022年 2月28日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 3,906 6.5 341 109.1 364 99.6 234 ― 397.34

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年2月期2Q 693,576 株 2021年2月期 693,576 株

② 期末自己株式数 2022年2月期2Q 102,604 株 2021年2月期 102,604 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年2月期2Q 590,972 株 2021年2月期2Q 591,012 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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あたっての注意事項等については、添付資料２ページ「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」をご覧下さい。
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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、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響によ

り、断続的な緊急事態宣言の発出や、まん延防止等重点措置の適用地域拡大がなされるなど、経済活動が制限され

た状態で推移いたしました。一方で同ウイルスに対するワクチン接種が本格化し、政府による各種政策の効果やワ

クチン接種が先行した諸外国経済の改善もあり、景気の持ち直しが期待されるものの、未だ感染収束の時期が見通

せず、先行き不透明な状況が続いております。

当学習塾業界におきましては、昨年のコロナ禍を機に、オンライン授業や映像授業などのデジタルを活用した学

習サービスが普及する中、感染防止対策の徹底を講じた上で通塾に対する制限が緩和され、従来の対面型授業にオ

ンライン学習支援を併用した新たなビジネスモデルの構築が進展しております。

このような状況下において、当社グループは、引き続き全教室の感染防止対策を徹底し、生徒と保護者が安心し

て通塾できる環境作りに注力すると共に、映像授業（ＬＭＳ）コンテンツの充実により、一層の自宅学習支援を図

ってまいりました。さらに、従来の昴ＬＭＳにＡＩ技術を搭載し、生徒の学習効果の向上を検証するプロジェクト

を新設いたしました。

事業展開としては、教室運営と人的資源の効率的運用を図るため、2021年３月に玉里校（鹿児島県鹿児島市）を

近隣の教室に統廃合いたしました。また、契約期間満了により同月に玉名校（熊本県玉名市）を閉校いたしまし

た。

生徒構成においては、今夏の九州地域における感染拡大の影響が懸念されましたが、春の新年度開始時期に続

き、夏のスクーリングにおいても全部門とも前年実績を上回る結果となりました。また、例年の昴合宿に代わり実

施された集中トレーニングについても、前年実績を上回る動員結果となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,824百万円（前年同四半期比6.9％増）、営業利益は76百万

円（前年同四半期は営業損失10百万円）、経常利益は89百万円（前年同四半期は経常損失１百万円）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は41百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失27百万円）となりまし

た。

当社グループは、学習塾事業の単一セグメントであり、セグメントごとの経営成績は記載しておりませんが、部

門別売上高は以下のとおりとなりました。

幼児・小学部は481百万円（前年同四半期比5.5％増）、中学部は894百万円（前年同四半期比4.8％増）、個別指

導部は89百万円（前年同四半期比8.1％増）、高等部は株式会社タケジヒューマンマインドを含め275百万円（前年

同四半期比16.9％増）、その他合宿収入等83百万円（前年同四半期比6.0％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産・負債及び純資産の状況

（資産の部）

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ37百万円増加して6,879百万円となりまし

た。流動資産は前連結会計年度末に比べ89百万円増加して713百万円、固定資産は前連結会計年度末に比べ51百万

円減少して6,165百万円となりました。

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。

固定資産減少の主な要因は、有形固定資産の減価償却と建物等の除却によるものであります。

（負債の部）

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ65百万円増加して3,529百万円となりまし

た。流動負債は前連結会計年度末に比べ173百万円減少して1,215百万円、固定負債は前連結会計年度末に比べ238

百万円増加して2,313百万円となりました。

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、長期借入金が増加したことによるものであります。

（純資産の部）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ27百万円減少して3,349百万円と

なりました。

主な要因は、配当金の支払いによる利益剰余金の減少によるものであります。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

125百万円増加し574百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は14百万円（前年同四半期は77百万円の使用）

となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は50百万円（前年同四半期は94百万円の使用）

となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は162百万円（前年同四半期は392百万円の獲

得）となりました。これは主に長期借入れによる収入が長期借入金の返済による支出を上回ったことによるもので

あります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年２月期の業績予想につきましては、2021年４月14日に公表いたしました業績予想を変更しております。詳

細につきましては、2021年10月８日に公表しております「2022年２月期第２四半期連結業績予想値と実績値との差

異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 491,051 605,072

営業未収入金 23,665 23,455

有価証券 165 339

教材 37,264 18,752

貯蔵品 1,210 1,648

その他 71,799 64,967

貸倒引当金 △633 △516

流動資産合計 624,524 713,721

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,824,004 1,799,912

土地 3,193,144 3,193,144

その他（純額） 85,935 97,343

有形固定資産合計 5,103,084 5,090,400

無形固定資産 123,394 113,445

投資その他の資産

繰延税金資産 373,465 354,113

投資不動産（純額） 274,849 273,893

その他 342,124 333,464

投資その他の資産合計 990,439 961,472

固定資産合計 6,216,918 6,165,317

資産合計 6,841,442 6,879,038

負債の部

流動負債

買掛金 48,088 6,697

1年内返済予定の長期借入金 647,265 665,102

未払金 73,893 45,862

未払法人税等 117,367 38,019

前受金 148,051 180,604

賞与引当金 85,722 68,406

ポイント引当金 36,945 39,891

資産除去債務 14,235 －

その他 217,807 171,332

流動負債合計 1,389,377 1,215,917

固定負債

社債 50,000 50,000

長期借入金 990,368 1,215,966

退職給付に係る負債 827,133 828,750

株式給付引当金 68,602 74,257

長期未払金 87,882 87,882

その他 50,894 56,876

固定負債合計 2,074,880 2,313,733

負債合計 3,464,258 3,529,651

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８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 1,954,838 1,921,043

自己株式 △515,939 △515,939

株主資本合計 3,401,339 3,367,544

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △6,362 △6,564

退職給付に係る調整累計額 △17,792 △11,592

その他の包括利益累計額合計 △24,155 △18,156

純資産合計 3,377,183 3,349,387

負債純資産合計 6,841,442 6,879,038
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日
　至　2021年８月31日)

売上高 1,707,516 1,824,976

売上原価 1,398,616 1,464,448

売上総利益 308,900 360,528

販売費及び一般管理費 319,814 283,978

営業利益又は営業損失（△） △10,914 76,549

営業外収益

受取利息 4 3

有価証券利息 1,692 1,742

受取配当金 1,034 1,081

受取家賃 7,167 7,380

受取手数料 5,750 6,248

その他 1,288 1,791

営業外収益合計 16,938 18,247

営業外費用

支払利息 2,342 2,442

社債関係費 976 25

減価償却費 1,757 1,181

租税公課 1,162 999

その他 1,346 301

営業外費用合計 7,586 4,950

経常利益又は経常損失（△） △1,562 89,846

特別利益

固定資産売却益 3,767 170

特別利益合計 3,767 170

特別損失

固定資産除却損 483 4,651

投資有価証券評価損 4,954 －

補助金返還損 － 2,336

特別損失合計 5,437 6,987

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△3,233 83,029

法人税、住民税及び事業税 8,968 24,869

法人税等調整額 15,110 16,718

法人税等合計 24,079 41,588

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,312 41,441

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△27,312 41,441

（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）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日
　至　2021年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,312 41,441

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 12,976 △201

退職給付に係る調整額 △25,168 6,200

その他の包括利益合計 △12,191 5,999

四半期包括利益 △39,503 47,440

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △39,503 47,440

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日
　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△3,233 83,029

減価償却費 63,531 91,998

のれん償却額 5,877 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,124 10,538

ポイント引当金の増減額（△は減少） 21,810 2,945

株式給付引当金の増減額（△は減少） 3,724 5,655

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,117 △17,316

受取利息及び受取配当金 △1,038 △1,085

支払利息 2,342 2,442

有価証券利息 △1,692 △1,742

投資有価証券評価損益（△は益） 4,954 －

有形固定資産売却損益（△は益） △3,767 △170

有形固定資産除却損 483 4,651

売上債権の増減額（△は増加） △1,068 209

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,667 18,073

仕入債務の増減額（△は減少） △2,754 △41,390

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,551 △11,169

未払金の増減額（△は減少） △32,209 △26,755

前受金の増減額（△は減少） 50,750 32,552

その他 △60,711 △36,904

小計 46,977 115,562

利息及び配当金の受取額 2,780 2,846

利息の支払額 △2,403 △2,448

法人税等の支払額 △124,657 △101,811

営業活動によるキャッシュ・フロー △77,303 14,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △30,000 △30,000

定期預金の払戻による収入 27,000 41,000

有形固定資産の取得による支出 △23,767 △68,012

有形固定資産の売却による収入 29,207 170

投資有価証券の取得による支出 △3,785 △1,798

投資有価証券の償還による収入 10,000 10,000

投資不動産の取得による支出 △1,910 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出
△116,469 －

長期貸付金の回収による収入 39,080 －

無形固定資産の取得による支出 △23,854 △2,335

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,498 △50,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 820,000 620,000

長期借入金の返済による支出 △396,366 △376,565

社債の発行による収入 50,000 －

リース債務の返済による支出 △5,713 △6,395

配当金の支払額 △75,060 △75,026

財務活動によるキャッシュ・フロー 392,859 162,013

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 221,054 125,194

現金及び現金同等物の期首残高 285,529 449,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 506,583 574,498

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（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。

（追加情報）

（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の

影響の考え方）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありませ

ん。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）

当社グループは、学習塾事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年８月31日）

当社グループは、学習塾事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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