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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 （注）１．平成24年３月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増  
減率は記載しておりません。 
    ２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 （注）平成24年３月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期の数値は記載しておりません。 
    なお、第１四半期連結会計期間の末日をみなし取得日としております。  

(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3四半期 1,683 ― 188 ― 173 ― 96 ―
23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 96百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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3四半期 1,674.50 ―
23年3月期第3四半期 ― ―

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

24年3月期第3四半期 3,280 2,785 84.9 48,347.90
23年3月期 ― ― ― ―
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,785百万円 23年3月期  ―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 ― 900.00 900.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 900.00 900.00

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、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  
（注）平成24年３月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

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 2,378 ― 315 ― 308 ― 177 ― 3,052.99



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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あり、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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 
 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留意事項等については、添付資
料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
 当社は、第１四半期連結会計期間に子会社を取得したため、第１四半期連結会計期間から連結財務諸表を作成しております。 

4.  その他

新規 1社 （社名） 株式会社ＢＢリゾート 、 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3Q 63,349 株 23年3月期 63,349 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 5,728 株 23年3月期 5,358 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 57,820 株 23年3月期3Q 59,024 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から持ち直す動きがあったものの、欧米

における財政問題等を起因とする円高の進行など、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 このような状況のなか「世界に通用する人材を育成」すべく実践的な教育プログラムと独自の遠隔教育システム

の開発、充実に努めてまいりました。 

 当社は、文部科学省より設置認可されたビジネス・ブレークスルー大学（以下、BBT大学）経営学部では、昨年

を上回る秋期学生が入学し、BBT大学大学院においては過去 多の春期に続き、秋期についても過去 多の秋期学

生入学数となりました。個人向けを主とし毎月開講しているBBT大学オープンカレッジの各講座においても受講者

数が堅調に推移いたしました。 

 また、利益面につきましては、上記の要因等から先行投資を行ってるBBT大学部門の費用を補い、第３四半期累

計期間の営業利益としては過去 高を更新いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は過去 高の 百万円、営業利益は 百万円、経常

利益は 百万円、四半期純利益は 百万円となりました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間は、連結初年度にあたるため、前年同四半期との比較分析はおこなっておりま

せん。以下、セグメント区分別の状況においても同様であります。  

   

セグメント区分別の状況につきましては以下のとおりであります。 

① マネジメント教育サービス 

 マネジメント教育サービスの売上高は 百万円となりました。BBT大学経営学部では昨年を上回る秋期学生が

入学し、BBT大学大学院においては過去 多の春期に続き、秋期についても過去 多の秋期学生入学数となったこ

と、個人向けを主とし毎月開講しているBBT大学オープンカレッジの各講座においても受講者数が堅調に推移した

ことによるものであります。  

 

② 経営コンテンツメディアサービス 

 経営コンテンツメディアサービスの売上高は 百万円となりました。卒業生、修了生を対象に、受講したコン

テンツの視聴延長や当社サービスを特別価格にて提供する有料会員サービスが順調に推移したことによるものであ

ります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末における総資産は 百万円、負債は 百万円、純資産は 百万円となりま

した。なお、当第３四半期連結会計期間は、連結初年度にあたるため、前年同四半期との比較分析はおこなってお

りません。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の業績は計画に対し堅調に推移しておりますが、当事業年度もBBT大学における新規

コンテンツ制作費用は継続し、３年目となる来期春期生の募集に向けた積極的な認知活動を図ってまいります。ま

た、新規教育プログラムの開発も進めており、「世界に通用する人材を育成」すべく実践的な教育プログラムの充

実を図ってまいります。 

 業績予想につきましては、平成23年11月２日に公表いたしました平成24年３月期通期連結業績予想に変更はあり

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 

  当第１四半期連結会計期間において、株式会社ＢＢリゾートを新たに取得したため、当第１四半期連結累計期間

より連結の範囲に含めております。 

  

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,683 188

173 96

1,434

224

3,280 494 2,785

２．サマリー情報（その他）に関する事項

－　2　－

㈱ビジネス・ブレークスルー(2464)　平成24年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)



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）

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,258,605

売掛金 111,144

仕掛品 167,971

貯蔵品 875

前払費用 78,734

繰延税金資産 4,405

その他 10,914

貸倒引当金 △41

流動資産合計 1,632,609

固定資産  

有形固定資産  

建物 389,421

減価償却累計額 △43,044

建物（純額） 346,376

構築物 2,205

減価償却累計額 △790

構築物（純額） 1,414

機械及び装置 10,157

減価償却累計額 △8,707

機械及び装置（純額） 1,449

車両運搬具 4,844

減価償却累計額 △3,544

車両運搬具（純額） 1,300

工具、器具及び備品 261,858

減価償却累計額 △165,805

工具、器具及び備品（純額） 96,052

土地 831,802

建設仮勘定 16,020

有形固定資産合計 1,294,417

無形固定資産  

借地権 87,671

ソフトウエア 143,452

ソフトウエア仮勘定 14,490

その他 56,240

無形固定資産合計 301,854
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

投資その他の資産  

投資有価証券 12,851

関係会社株式 12,000

差入保証金 21,098

繰延税金資産 3,940

その他 1,638

投資その他の資産合計 51,528

固定資産合計 1,647,799

資産合計 3,280,409

負債の部  

流動負債  

買掛金 3,881

未払金 7,563

未払費用 118,524

未払法人税等 17,417

未払消費税等 8,518

未払配当金 2,450

前受金 318,229

預り金 8,931

奨学還付引当金 6,782

その他 92

流動負債合計 492,391

固定負債  

その他 2,163

固定負債合計 2,163

負債合計 494,555

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,477,525

資本剰余金 1,125,236

利益剰余金 461,807

自己株式 △278,715

株主資本合計 2,785,854

純資産合計 2,785,854

負債純資産合計 3,280,409
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 1,683,993

売上原価 565,286

売上総利益 1,118,706

販売費及び一般管理費 929,783

営業利益 188,923

営業外収益  

受取利息 5,489

投資有価証券売却益 2,000

未払配当金除斥益 1,982

その他 679

営業外収益合計 10,150

営業外費用  

投資有価証券評価損 1,365

為替差損 18,421

固定資産除却損 2,988

固定資産売却損 2,895

支払手数料 108

営業外費用合計 25,779

経常利益 173,294

税金等調整前四半期純利益 173,294

法人税、住民税及び事業税 73,419

法人税等調整額 3,055

法人税等合計 76,475

少数株主損益調整前四半期純利益 96,819

四半期純利益 96,819
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 96,819

四半期包括利益 96,819

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 96,819

－　6　－

㈱ビジネス・ブレークスルー(2464)　平成24年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)



 該当事項はありません。   

   

   

 （セグメント情報）  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 到平成22年12月31日） 

  当第３四半期連結累計期間は連結初年度にあたるため、前連結累計期間の記載は行っておりません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 到平成23年12月31日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

  （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、書籍の出版に係る印税収

入及び賃貸収入等を含んでおります。 

     ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

    

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 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）セグメント情報等

   （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 調整額 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

マネジメン
ト教育サー

ビス 

経営コンテ
ンツメディ
アサービス

計 

売上高               

外部顧客への売上高  1,434,571  224,194  1,658,766  25,226  1,683,993  －  1,683,993

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 16,846  9,478  26,325  37,593  63,918  △63,918  －

計  1,451,418  233,673  1,685,091  62,820  1,747,911  △63,918  1,683,993

セグメント利益  138,783  40,110  178,893  10,029  188,923  －  188,923

（５）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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当第１四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末及び前第３四半期  

  累計期間の個別財務諸表を参考資料として掲載しております。 

   

(1）貸借対照表 

４．(補足情報) 四半期財務諸表(個別)

 （単位：千円）

  
前事業年度末に係る 

貸借対照表 
（平成23年３月31日） 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金   1,632,229

売掛金   187,099

仕掛品   123,864

貯蔵品   318

前払費用  75,623

繰延税金資産 7,073

その他   6,632

貸倒引当金   △56

流動資産合計   2,032,786

固定資産    

有形固定資産  

 建物 355,221

  減価償却累計額 △33,971

  建物（純額） 321,250

 構築物 1,085

  減価償却累計額 △698

  構築物（純額） 386

 機械及び装置 70,919

  減価償却累計額 △65,453

  機械及び装置（純額） 5,466

 車両運搬具 4,844

  減価償却累計額 △3,135

  車両運搬具（純額） 1,709

 工具、器具及び備品 241,608

  減価償却累計額 △158,803

  工具、器具及び備品（純額） 82,805

 土地 780,036

 有形固定資産合計 1,191,654

無形固定資産    

借地権   87,671

商標権   3,372

特許権 1,029

ソフトウエア  146,293

電話加入権  1,335

ソフトウエア仮勘定  10,248

無形固定資産合計   249,950
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（単位：千円）

  
前事業年度に係る 

貸借対照表 
（平成23年３月31日） 

  投資その他の資産  

   投資有価証券 10,366

   差入保証金 21,806

   繰延税金資産 4,327

   その他 2,085

   投資その他の資産合計 38,586

  固定資産合計 1,480,191

 資産合計 3,512,977

負債の部    

流動負債    

買掛金   4,897

未払金   1,183

設備関係未払金 87,405

未払費用   131,999

未払法人税等   61,289

未払配当金  5,121

前受金  448,960

預り金  6,817

奨学還付引当金   3,930

その他   60

流動負債合計   751,665

固定負債    

その他   2,652

固定負債合計   2,652

負債合計   754,318

純資産の部     

株主資本     

資本金   1,477,525 

資本剰余金   

 資本準備金   1,043,923

 その他資本剰余金   81,312

 資本剰余金合計   1,125,236

利益剰余金   

 その他利益剰余金   

  繰越利益剰余金   417,180

 利益剰余金合計   417,180

自己株式   △261,282 

株主資本合計   2,758,659 

純資産合計   2,758,659 

負債純資産合計   3,512,977 
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(２）四半期損益計算書  

（単位：千円）

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

売上高   1,443,807

売上原価   496,388

売上総利益   947,418

販売費及び一般管理費   832,165

営業利益   115,252

営業外収益    

受取利息   4,457

為替差益  3,507

その他   850

営業外収益合計   8,815

営業外費用    

株式交付費  42

固定資産除却損 196

投資有価証券評価損   5,049

支払手数料   327

営業外費用合計   5,616

経常利益   118,451

特別損失    

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響
額 

  3,000

特別損失合計   3,000

税引前四半期純利益   115,451

法人税、住民税及び事業税   48,987

法人税等調整額   2,181

法人税等合計   51,169

四半期純利益   64,282
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