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１．2006 年９月中間期の連結業績（2006 年４月１日～2006 年９月 30 日） 

（１）連結経営成績                                   （百万円未満切り捨て） 
 売上高  営業利益  経常利益  
 

2006 年９月中間期 

2005 年９月中間期 

百万円 
8,972 
7,907 

％  
（13.5） 
（16.2） 

百万円 
63 
21 

％  
（202.6） 
（△63.5） 

百万円 
24 
△81 

％  
（－） 
（－） 

2006 年３月期 19,512 （17.5） 2,565 （8.7） 2,320 （13.0） 
 
 

中間（当期）純利益 1株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 1株当たり 
中間（当期）純利益 

 

2006 年９月中間期 

2005 年９月中間期 

百万円 
△156 
△196 

％ 
（－） 
（－） 

円 
△15 
△19 

銭 
63 
76 

円 
－  
－  

銭 
－  
－  

2006 年３月期 1,323 （46.8） 129 13 －  －  
（注）1.持分法投資損益   2006 年９月中間期 －百万円  2005 年９月中間期 －百万円  2006 年３月期 －百万円 

2.期中平均株式数（連結）2006年９月中間期  10,041,231株 2005年９月中間期 9,940,514株 2006年３月期 9,991,639株 

3.会計処理の方法の変更   無 

4.売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

（２）連結財政状態                                   （百万円未満切り捨て） 
 総資産  純資産  自己資本比率  1 株当たり純資産  
 

2006 年９月中間期 

2005 年９月中間期 

百万円 
20,438 
12,532 

百万円 
5 ,666 
4,917 

% 
27.7 
39.2 

円  
564 
489 

銭  
32 
57 

2006 年３月期 16,439 6,453 39.2 639 29 
（注）期末発行済株式数（連結）2006年９月中間期 10,040,464株  2005年９月中間期 10,043,714株  2006年３月期 10,042,414株 

（３）連結キャッシュ・フローの状況                           （百万円未満切り捨て） 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 

2006 年９月中間期 

2005 年９月中間期 

百万 
△1,029 
△ 704 

百万円 
△ 719 
△1,083 

百万円 
6,743 

△  38 

百万円 
7,906 
1,203 

2006 年３月期 3,198 △1,402 △1,913 2,912 
（４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ５社   持分法適用非連結子会社数 －社   持分法適用関連会社数 －社 
（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） －社  （除外） －社    持分法（新規） －社  （除外） －社 
 
２．2007 年３月期の業績予想（2006 年４月１日～2007 年３月 31 日） 

 売上高  経常利益  当期純利益  
 

通 期 
百万円 

26,977 
百万円 

3,412 
百万円 

1,692 
（参考）1株当たり予想当期純利益 168円 52 銭  

※本見込には、2006 年 10 月 26 日付「2007 年３月期中間業績予想（連結及び個別）修正のお知らせ」でご案内のとおり、

株式会社四谷大塚並びに株式会社四谷大塚出版の株式取得に伴う連結下期業績の異動を含んでおります。当該各社の業績

は順調に推移しており、下期より連結業績への寄与を見込んでおります。 

また、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定

を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 

当社の企業グループは、当社と関係会社５社で構成され、教育事業および当社の業務に付帯する業務を営んでおりま

す。 

 
 

  

㈱ 

ナ 

ガ 

セ 

（教育事業） 
 

 小 中 学 部 

 高  校 部 

 衛 星 事 業 

 出 版 事 業 

 英 語 教 育 

 そ  の   他 

 

  ㈱ナガセピーシースクール 

  パソコンスクール経営並びに 

  フランチャイズの運営他 

 

  ㈱育英舎教育研究所 

 

  茨城県における学習塾の経営 

 

   ㈱進級スクール 

   愛媛県における学習塾、 

   衛星予備校の経営 

 

   ㈱東進スクール 

   財務計算等の受託 

     

 

 

一  般  顧  客 

 

営業推進  

業務管理支援 

営業推進  

業務管理支援 

人材派遣 

営業推進  

業務管理支援 

人材派遣 

営業推進  

業務管理支援 

業務委託 

衛星授業 

衛星授業 

業務委託 

人材派遣 

子会社の経営指導 

営業推進 

業務管理の支援 

 
 

  
 

㈱
ナ
ガ
セ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト 

業務委託 

フランチャイズ加盟校 

加盟契約 

加盟契約 

 

（注）１．株式会社ナガセマネージメントは、当社の 100％子会社であり、連結子会社であります。 

２．当社の連結子会社である株式会社東進スクール、株式会社育英舎教育研究所、株式会社ナガセピーシースクー

ル、株式会社進級スクールの４社は、当社の連結子会社である株式会社ナガセマネージメントの 100％子会社

であります。 

３．株式会社四谷大塚、株式会社四谷大塚出版並びに両社の子会社である株式会社四大印刷は、2006 年 10 月 2 日

の株式取得により 100％子会社となりました。。 

 

 

２．経営方針

当社及びグループ各社は、当社の下記経営方針を共有し、グループ全体の利益の増加と経営の効率化を目指しておりま

す。 

 

（１）経営の基本方針 

当社は、「社会に貢献する人財の育成」を目標に、教育の分野における技術革新を果敢に推進し、「本当に学力を伸

ばす」ことができる新しい教育体系の構築により、社会への貢献を果たすことを経営理念としております。この経営理

念のもと、当社では、将来の経営環境の変化にも対応できるよう、組織と経営基盤の強化を図り、成長性、収益性、安

定性に優れた企業をつくりあげることを基本方針としております。 

 

 

 

 －2－



（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、事業の成長また経営基盤強化など、事業展開を進めるうえで必要な内部留保を確保し、財務の健全性を維

持するとともに、業績に応じた株主への利益還元を行うことを利益配分の方針といたしております。 

内部留保資金につきましては、コンテンツの充実による教育サービスの向上や、校舎、教室など営業拠点拡充によ

る営業力の強化、当社の将来を見据えた新規事業への投資、財務体質の強化などに活用してまいります。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

当社は、株式の流動性の向上および投資家層の拡大について前向きに取り組んでいく方針であります。なお、投資

単位の引下げについては株価の水準や市場の動向も勘案の上、検討してまいりたいと存じます。 

 

（４）中長期的な経営戦略 

当社は「社会に貢献する人財の育成」をテーマとして「教育の機会均等」「教育のイノベーション」を掲げ、新しい

教育機関の確立に取り組んでまいりました。主要部門である大学受験の分野では、映像教育を活用した東進ハイスクー

ル（直営校）および東進衛星予備校（ＦＣ加盟校）のネットワークが全国の高校生から支持され、その基盤を拡大しつ

つあります。さらに、効果的で質の高い教育の実現に向け、教材や教授法の開発・改善・充実に注力し、コンテンツを

蓄積するとともに、映像授業のメリットを最大限に引き出すために最適な学習環境や支援システムの整備も推進してお

ります。また、センタープレ入試など模擬試験の充実を通して、生徒の学習効果測定においても、成果をあげておりま

す。 

今後も東進ハイスクール・東進衛星予備校の両主力部門を中心に、引き続き新規校舎を積極的に展開するとともに、

教育コンテンツやノウハウなどの経営資産を最大限に活用し「本当に学力を伸ばす」教育体系を作り上げてまいります。

さらに、国際化の進展や情報技術の普及向上に対応した新しい教育事業の展開、またＭ＆Ａによる企業グループとして

の総合力強化などにも精力的に取り組み、全体としてのシナジー効果を高め、より優れた教育の提供に努めてまいりま

す。 

収益面においては、拠点数の拡大による収益増強策と併せ、学力向上に焦点を絞った効果的な人件費投入や、経費

削減への取り組みなどの施策を引き続き推進し、効率的な費用投下の面からも高水準で安定した収益体質を作り上げて

ゆく所存でございます。 

 

（５）会社の対処すべき課題 

長期にわたる出生率低下による少子化の問題は、引き続き教育業界に大きな影響を与えております。大学入試の分

野では生徒数減少による入試易化に加え、推薦入試の拡大や選抜方法の多様化に伴って、生徒父母のニーズもまた変化

しつつあります。教育業界においては、学齢人口減少による競争激化と相まって、生徒一人当たりの教育費増勢に見合

う形で、期待される成果もより具体的になり、「学力向上」や「志望校合格」など、教育の「質」そのものを問われる

状況になっております。このため、生徒父母の選択眼は以前にも増して厳しくなり、市場においては優勝劣敗が鮮明に

なりつつあります。 

このような状況のなか、当社グループは一貫して「本当に学力を伸ばす」教育体系の確立に向けた施策を進めており

ます。大学受験部門ではシェアアップに向け、東進ハイスクール（直営校）、東進衛星予備校（ＦＣ加盟校）の校舎展

開を推進し、これと併せて、「センタープレ入試」など模擬試験の普及・開発に注力し、質の高い予備校、教育機関と

してのブランドイメージを確立することにより、教育業界において確固たる地歩を占めてまいります。また、収益重視

の立場からは、スケールメリットを活かした効率化を進め、収入増大、費用抑制の両面から利益確保を図ってまいりま

す。 

 

（６）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（７）内部管理体制の整備・運用状況 

当社はコーポレート・ガバナンスの具体的施策として、内部管理体制の整備を図っております。社内業務全般にわ

たる諸規程を整備し、これに準拠した内部監査を実施、また管理部門が予算統制を管掌し、現業部門に対する牽制機能

を果たしております。 
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 なお、社内体制、および主な内部管理統制の状況は以下のとおりであります。 

 当社及びグループ各社は、当社の下記経営方針を共有し、グループ全体の利益の増加と経営の効率化を目指してお

ります。 

 なお、社内体制、および主な内部管理統制の状況は以下のとおりであります。 

 

株  主  総  会 

監督

代表取締役 

取 締 役 会 

 

会

計

監

査

人

  

顧

問

弁

護

士 

管理部門 

（総務本部） 

監査役会 

選任 選任

品質経営管理室 

各事業部門

 
助言 

会計

監査 

 

監

査

選任

事業部担当役員 

（内部牽制） （内部監査） 

管理担当役員 

（総務本部長） 
（指示） 

(監査)

３．経営成績 

（１）当中間連結会計期間の概況 

 当中間連結会計期間における我が国経済は、原油をはじめ原材料価格の上昇を背景に各国で金融引締めの動きが続く

など国際社会の不安定要因はあるものの、国内では大企業を中心に企業収益が好調に推移、民間設備投資の増勢が続く

など、景気は緩やかながら拡大傾向を維持しております。また、家計部門においても、雇用や所得環境の改善が個人消

費の回復を後押しする状況にあります。 

当業界におきましては、少子化問題が引き続き大きな影響を及ぼしております。殊に近時の深刻な学力低下に対する

懸念を背景として「学ぶこと」自体の重要性が社会的にも再認識されるなか、子供一人ひとりの学習進度や適性にあっ

た指導、また高水準の教育を受けさせたいという父母のニーズは拡大しており、教育の「質」や「成果」を問う、企業、

サービスの選別化がさらに進行してまいりました。 

このような環境のなか、当社グループでは、引き続き「本当に学力を伸ばす教育機関」の実現を最重点とした施策を

進めてまいりました。主要部門である東進ハイスクール、東進衛星予備校では、映像教育のパイオニアとして当社が培

ってきた教育技術を最大限に活かし、個人別に最適な対応ができる学習プログラムを提供するとともに、「講座修了判

定テスト」や「センタープレ入試」などの各種模擬試験により学習成果を適切に測定し、学習指導に活かしております。

また、東進ハイスクールでは新設校舎の充実を進め、さらに東進衛星予備校においても、様々な加盟校強化策の実践に

よりフランチャイズ全体が活性化するなど、施策の浸透により順調に業績を伸ばしたほか、その他の部門でも収益性の

改善、業績の向上に取り組んでまいりました。 

これにより、当中間連結会計期間の業績は、収入面では昨年度開設したハイスクール各校、また 2006 年 3 月期下期
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より連結会社となった進級スクールの寄与があり、連結売上高は 8,972 百万円（前中間連結会計期間比 13.5％増）と

前中間連結会計期間比 1,065 百万円の増収となりました。また費用面においては、収益重視の立場から優良な物件の確

保を優先したため、東進ハイスクール新規校舎の開設は 14 校に止まりましたが、一方でコンテンツの強化充実や、好

調な合格実績を背景とした広告宣伝活動など、将来に向けた積極的な費用投下を進めることができました。 

この結果、営業利益は 63 百万円（前中間連結会計期間比 202.6％増）、経常利益は 24 百万円で前期比 106 百万円の

改善、当中間連結会計期間の純損失については 156 百万円で、前中間連結会計期間比で 39 百万円の改善となりました。 

 

事業の部門別の状況は以下の通りであります。 

東進ハイスクール部門         東進ハイスクール 77 校  東進こべつ塾  ３校 

当社の誇る実力講師陣が提供する最高の品質の授業と、映像授業のメリットを活かした「高速学習」、生徒一人ひと

りのレベルや目標に合わせた「スモールステップ」のカリキュラムに加え、学習効果を確認できる「センタープレ入試」

や「講座修了判定テスト」など、他にはない学習システムを活用し、確実に学力を伸ばす予備校としての高い評価をい

ただいております。 

なお、当中間連結会計期間に東進ハイスクール高円寺校・西新井校・金町校・北習志野校・下北沢校・大井町校・

蒲田校・早稲田校・南柏校・八千代台校・大森校・光が丘校・荻窪校・向ヶ丘遊園校の 14 校舎を開設し、生徒募集を

開始しております。 

なお、当中間連結会計期間の売上高は 4,977 百万円（前中間連結会計期間比 23.7％増）となりました。 

 

東進衛星予備校部門           774 校 

教育の機会均等を掲げ、通信衛星により全国の加盟校に質の高い授業と革新的な学習システムを送る「東進衛星予

備校」は、1992 年の開校以来、全国各地で受験生の支持を集め順調に拡大してまいりました。豊富なカリキュラムと

校舎での適切で親身な指導により、現在では我が国最大級の予備校として、ハイスクール部門とともに当社の主要事業

となっており、高品質で豊富な講座を加盟校にお届けしております。フランチャイズを構成する加盟校は地域で強固な

地盤を持つ有力塾が増加しており当連結会計期間末現在で 774 校となっております。 

なお、当中間連結会計期間の売上高は 2,497 百万円（前中間連結会計期間比 3.2％増）となりました。 

 

東進Ｄスクール部門 

東進Ｄスクール部門では、対象別に特色を持たせ、映像、インターネットを駆使した遠隔教育、また個別の学習に集

合研修を加味したプログラムなど、確実に成果を出せる学習システムの構築に取り組んでおります。 

社会人を対象とした東進ビジネススクールは、グローバル化の推進を急務とする企業を中心に、業務と直結する語学

力向上プログラムを提供し、海外赴任予定者、幹部候補生など、企業の核となる人材の語学力向上に貢献しております。

大学営業部では、リメディアル教育、リーダーシップ研修等、大学及び大学生のニーズに応えるプログラムを開発推進

し、基礎学力不足の解消、将来のリーダー育成などに貢献しています。また東進キャンパスでは、小学生から大学生を

対象に英語で数学等を学べるスタンフォード大学 EPGY のコースを提供、国際社会に貢献する人財の育成に貢献してい

ます。 

 なお、当中間連結会計期間の売上高については、在宅受講部門（旧放送部門）をハイスクール部門へ統合した影響も

あり、146 百万円（前中間連結会計期間比 26.2％減）となりました。 

 

小・中学生部門    東進スクール  8 校、育英舎  ４校、進級スクール 11 校 

 当部門は、株式会社ナガセが運営する東進スクール（東京都・埼玉県）と株式会社育英舎教育研究所が運営する育英

舎（茨城県）、また 2006 年３月期下期より、株式会社進級スクールが運営する進級スクール（愛媛県）が加わり、事業

を展開しております。 

小・中学生部門の各スクールでは、民間教育の立場から「本当に学力を伸ばす」ことに取り組み、生徒一人ひとりに

最適化したカリキュラムと、生徒、保護者のニーズに合わせた特色ある指導、またそれぞれの地域に密着したきめ細か

い対応により信頼を集め、実績をあげています。 

 なお、当中間連結会計期間の売上高は、進級スクール分の増加もあり、618 百万円（前中間連結会計期間比 26.9％増）

となりました。 
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出版事業部門 

 “東進ブックス”として数多くの学習参考書をお届けする出版事業部では、好評の「名人の授業シリーズ」「レベル

別問題集シリーズ」「ハンドブックシリーズ」を拡充するとともに、「高速学習シリーズ」「パーフェクトマスター・シ

リーズ」「やる気アップシリーズ」などの新シリーズにより、着実に市場を拡大しております。また、特色ある語学書

の分野とも合わせて東進のブランド力を高め、東進ハイスクール、東進衛星予備校、東進 Dスクールなどとのシナジー

効果を高めております。 

 なお、当中間連結会計期間の売上高については、207 百万円（前中間連結会計期間比 8.7％減）となりました。 

 

ナガセピーシースクール部門  直営校 18 校  フランチャイズ校３校 

若年層の就業環境が問題になっている中で、IT スキル、ヒューマンスキルを身につけて就職・転職できるスクール

としての評価も定着しつつあり、首都圏、関西圏を中心に教室を展開しております。就職実績も高く、受講生の立場に

立った学習システムも好評です。 

 なお、当中間連結会計期間の売上高については、467 百万円（前中間連結会計期間比 13.6％増）となりました。 

 

（２）キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間末に

比べ 6,703 百万円増加（前中間連結会計期間比 557.2％増加）し、当中間連結会計期間末には 7,906 百万円となりまし

た。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動で使用した資金は前中間連結会計期間より 324 百万円増加し、1,029 百万円（前中間連結会計期間比 46.1％

増加）となりました。これは、ハイスクール本部、衛星事業本部における生徒募集の順調な推移、また前期末に発生し

た衛星事業本部売掛債権の回収等による資金増加があった一方で、募集活動の早期化などにより増加した、前期末計上

の未払金 1,477 百万円に関する支払等仕入債務の減少 519 百万円（前中間連結会計期間比 562 百万円の減少）があった

ことを主因とするものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は前中間連結会計期間より 364 百万円減少し、719 百万円（前中間連結会計期間比 33.6％減）

となりました。これは、前期に引き続き東進ハイスクールの校舎開設を進め、設備、備品等を中心とした有形固定資産

の取得 593 百万円、敷金保証金の差入れ 161 百万円があったこと、また学力向上のためのシステム開発やネットワーク

基盤の強化を中心とした無形固定資産 329 百万円の取得があった一方、大阪、奈良、静岡の旧校舎ビルの返還に伴う保

証金返還による収入 479 百万円などがあったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により獲得した資金は 6,743 百万円となり、前中間連結会計期間比 6,781 百万円の増加となりました。これ

は 10 月２日に実施した、株式会社四谷大塚、株式会社四谷大塚出版の株式取得資金他のため、長期借入金 7,000 百万

円を調達したことによるものであります。また、その他に配当金の支払 602 百万円などの支出がありました。 
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（３）通期の見通し 

当下半期のわが国経済は、企業業績が順調に推移し、設備投資の増加が引き続き見込まれるほか、個人消費の面でも

雇用環境・所得環境の回復が進み、国内民間需要を中心に景気の拡大維持が期待されております。 

当業界においては、教育改革が内閣の主要なテーマになるなど、社会的関心が高まるなか、少子化という問題を抱え

ながらも、民間教育に対する父母の期待は大きく、中でも、学力低下への懸念から、確実に学習成果が得られる教育機

関への希求はますます拡大しております。 

このような状況下、当社グループは「本当に学力を伸ばす教育機関」の実現を目指し、引き続き高い水準の教育を追

求してまいります。東進ハイスクールでは、短期間で学力がつく速習システム活用による基礎学力の充実、また生徒一

人ひとりに最適な学習計画の設定など「本当に学力を伸ばす」施策をさらに強化してまいります。新設校舎展開につい

ては、引き続き充実を図り、人材の育成にも努めて「本当に学力を伸ばす」ことができる校舎づくりを追求する所存で

ございます。また東進衛星予備校では加盟校との連携を強化し、加盟校業績の向上をベースとした収益強化を図ってま

いります。この他、体質改善が進む東進Ｄスクール、学習参考書の分野で順調にシェアを拡大中の出版事業部、親身な

指導で定評の東進スクールなど、各部門をあげ業績の向上を目指してまいります。 

また、関係会社につきましては、当下期より新たに連結会社となった株式会社四谷大塚、株式会社四谷大塚出版の上

期業績は順調に推移しており、今後の収益寄与が期待されるほか、そのほか各社とも収益性の改善を進めつつあります。 

2007 年 3 月期の業績は、収入面で東進ハイスクール、東進衛星予備校を中心に、当上期中に推進した施策の結実が期

待され、売上高 26,977 百万円を見込んでおります。また、費用面では下期も校舎展開、加盟校増強を積極的に進める

ため、一部費用が先行いたしますが、その一方で、効率的な費用投下を実現し、利益面での減少要因を抑えることで、

経常利益 3,412 百万円、当期純利益については 1,692 百万円を見込んでおります。 
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４．中間連結財務諸表 

（１）中間連結貸借対照表 

 
前中間連結会計期間末 

（2005 年９月 30 日現在）

当中間連結会計期間末 

（2006 年９月 30 日現在）

前連結会計年度末 

（2006 年３月 31 日現在）

区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 
（資産の部）       
Ⅰ 流動資産       
１．現金及び預金 2,074,583  8,959,096  3,964,799  
２．受取手形及び売掛金 950,214  1,300,415  2,479,699  
３．たな卸資産 293,867  284,667  293,455  
４．前払費用 436,411  533,263  488,856  
５．繰延税金資産 195,314  116,996  159,703  
６．その他 412,825  410,579  507,290  
７．貸倒引当金 △75,955  △89,452  △124,884  
流動資産計 4,287,261 34.2 11,515,566 56.3 7,768,921 47.3 

       
Ⅱ 固定資産       
１．有形固定資産       
（1）建物及び構築物 878,459  1,071,637  917,377  
（2）器具及び備品 674,982  722,384  639,550  
（3）土地 1,686,285  1,828,591  1,766,613  
（4）その他 22,758  15,326  55,029  
有形固定資産計 3,262,485 26.0 3,637,940 17.8 3,378,570 20.5 

       
２．無形固定資産       
（1）施設利用権 125,299  133,302  133,347  
（2）連結調整勘定 －  －  397,518  
（3）のれん －  353,350  －  
（4）その他 623,780  992,994  764,100  
無形固定資産計 749,080 6.0 1,479,648 7.3 1,294,966 7.9 

       
３．投資その他の資産       
（1）投資有価証券 692,872  657,906  722,771  
（2）長期貸付金 247,227  217,518  251,968  
（3）長期前払費用 139,478  128,222  157,556  
（4）敷金保証金 2,848,024  2,342,199  2,465,998  
（5）繰延税金資産 210,488  375,604  327,524  
（6）その他 409,012  365,529  359,285  
（7）貸倒引当金 △316,076  △283,029  △289,623  
投資その他の資産計 4,231,027 33.8 3,803,951 18.6 3,995,481 24.3 
固定資産合計 8,242,593 65.8 8,921,540 43.7 8,669,018 52.7 
       

Ⅲ 繰延資産       
 創立費 2,352  1,411  1,881  
繰延資産合計 2,352 0.0 1,411 0.0 1,881 0.0 
資 産 合 計 12,532,206 100.0 20,438,517 100.0 16,439,821 100.0 
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前中間連結会計期間末 

（2005 年９月 30 日現在）

当中間連結会計期間末 

（2006 年９月 30 日現在）

前連結会計年度末 

（2006 年３月 31 日現在）

区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 
(負債の部）       
Ⅰ 流動負債       
１．支払手形及び買掛金 156,477  194,558  328,872  
２．短期借入金 2,377,000  3,181,953  1,061,630  
３．未払金 931,746  1,069,989  1,477,423  
４．未払法人税等 67,773  120,600  871,657  
５．未払費用 117,534  183,975  198,958  
６．前受金 1,265,633  1,912,546  2,056,107  
７．賞与引当金 158,968  179,238  159,760  
８．返品調整引当金 41,635  34,392  50,841  
９．預り金 360,935  542,637  1,595,546  
10．その他 27,595  72,372  130,466  
流動負債計 5,505,299 43.9 7,492,266 36.7 7,931,264 48.3 

       
Ⅱ 固定負債       
１．長期借入金 1,139,000  6,441,217  1,212,818  
２．退職給付引当金 291,983  321,002  299,942  
３．役員退職慰労引当金 378,118  401,056  389,312  
４．その他 300,686  116,913  153,448  
固定負債計 2,109,788 16.9 7,280,189 35.6 2,055,522 12.5 
負 債 合 計 7,615,087 60.8 14,772,456 72.3 9,986,787 60.8 



 －10－

 
前中間連結会計期間末 

（2005 年９月 30 日現在）

当中間連結会計期間末 

（2006 年９月 30 日現在）

前連結会計年度末 

（2006 年３月 31 日現在）

区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 
（少数株主持分）       
少数株主持分 － － － － － － 

       
（資本の部）       
Ⅰ 資本金 2,138,138 17.0 － － 2,138,138 13.0 
Ⅱ 資本剰余金 2,141,151 17.1 － － 2,141,151 13.0 
Ⅲ 利益剰余金 711,202 5.7 － － 2,230,819 13.6 
Ⅳ その他有価証券評価差額金 51,791 0.4 － － 70,397 0.4 
Ⅴ 自己株式 △125,165 △1.0 － － △127,473 △0.8 

資 本 合 計 4,917,118 39.2 － － 6,453,034 39.2 
負債、少数株主持分及び資本合計 12,532,206 100.0 － － 16,439,821 100.0 
       
（純資産の部）       
Ⅰ 株主資本       
１ 資本金 － － 2,138,138 10.5 － － 
２ 資本剰余金 － － 2,141,151 10.4 － － 
３ 利益剰余金 － － 1,438,363 7.0 － － 
４ 自己株式 － － △131,144 △0.6 － － 
株主資本合計 － － 5,586,509 27.3 － － 
       

Ⅱ 評価・換算差額等       
１ その他有価証券評価差

額金 
－ － 79,556 0.4 － － 

２ 繰延ヘッジ損益 － － △4 △0.0 － － 
評価・換算差額等合計 － － 79,551 0.4 － － 
純資産合計 － － 5,666,061 27.7 － － 
負債純資産合計 － － 20,438,517 100.0 － － 

（注）千円未満は切り捨てて表示しております。 
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（２）中間連結損益計算書 

 

前中間連結会計期間 

（自 2005 年４月１日 

至 2005 年９月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 2006 年４月１日 

至 2006 年９月 30 日）

前連結会計年度 

（自 2005 年４月１日 

至 2006 年３月 31 日）

区 分 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比 

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 
Ⅰ 営業収益 7,907,667 100.0 8,972,727 100.0 19,512,748 100.0 
Ⅱ 営業原価 6,086,498 77.0 6,612,816 73.7 12,806,758 65.6 
営業総利益 1,821,168 23.0 2,359,910 26.3 6,705,990 34.4 

       
Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,800,084 22.7 2,296,106 25.6 4,140,892 21.3 
営業利益 21,084 0.3 63,803 0.7 2,565,098 13.1 

       
Ⅳ 営業外収益 19,051 0.2 40,036 0.4 51,716 0.3 
１．受取利息 5,100  6,504  10,327  
２．受取配当金 7,102  8,317  9,511  
３．雑収入 6,848  25,214  31,877  

       
Ⅴ 営業外費用 121,717 1.5 78,869 0.8 296,080 1.5 
１．支払利息 34,949  27,159  74,025  
２．たな卸資産廃棄損 10,238  17,768  40,005  
３．未使用賃借料 61,232  22,676  119,362  
４．雑損失 15,296  11,264  62,687  
経常利益又は経常損失（△） △81,581 △1.0 24,970 0.3 2,320,733 11.9 

       
Ⅵ 特別利益 23,219 0.3 58,707 0.7 23,774 0.1 
１．貸倒引当金戻入益 20,201  42,024  －  
２．返品調整引当金戻入益 －  16,448  －  
３.単行本調整勘定戻入益 －  －  20,387  
４．前期損益修正益 －  －  3,333  
５．その他特別利益 3,017  233  52  

       
Ⅶ 特別損失 95,086 1.2 140,367 1.6 259,889 1.3 
１．資産処分損 27,640  53,429  110,987  
２．減損損失 48,799  3,364  50,079  
３．固定資産評価損 －  －  65,475  
４．投資有価証券評価損 －  82,318  －  
５．退職給付費用 14,394  －  14,394  
６．その他特別損失 4,252  1,254  18,952  

税金等調整前中間（当期）純利益又は 

税金等調整前中間（当期）純損失（△） 
△153,448 △1.9 △56,689 △0.6 2,084,618 10.7 

法人税、住民税及び事業税 55,574  111,496  873,970  
過年度法人税等 6,381  －  －  
法人税等調整額 △19,004  △11,274  △112,570  
 42,951 0.6 100,222 1.1 761,400 3.9 
中間（当期）純利益又は 

中間（当期）純損失（△） 
△196,399 △2.5 △156,911 △1.7 1,323,218 6.8 

      

（注）千円未満は切り捨てて表示しております。 
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（３）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

 

前中間連結会計期間 

（自 2005 年４月１日 

至 2005 年９月 30 日）

前連結会計年度 

（自 2005 年４月１日 

至 2006 年３月 31 日）

区 分 金 額 金 額 

 千円 千円 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,883,665 1,883,665 

Ⅱ 資本剰余金増加高 257,486 257,486 

   自己株式処分差益 257,486 257,486 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高 2,141,151 2,141,151 

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高 1,455,927 1,455,927 

Ⅱ 利益剰余金増加高 － 1,323,218 

中間（当期）純利益 － 1,323,218 

Ⅲ 利益剰余金減少高 744,725 548,326 

１．配当金 518,326 518,326 

２．役員賞与金 30,000 30,000 

３．中間純損失 196,399 － 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高 711,202 2,230,819 
   
（注）千円未満は切り捨てて表示しております。 
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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 2006年４月１日 至 2006年９月 30日） 

 株主資本 
 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
2006年３月 31日 残高 (千円） 2,138,138 2,141,151 2,230,819 △127,473 6,382,636 
中間連結会計期間中の変動額      
剰余金の配当（注）   △602,544  △602,544 
役員賞与（注）   △33,000  △33,000 
中間純損失   △156,911  △156,911 
自己株式の取得    △3,670 △3,670 
株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）      

中間連結会計期間中の変動額合計 － － △792,456 △3,670 △796,126 
2006年９月 30日 残高 （千円） 2,138,138 2,141,151 1,438,363 △131,144 5,586,509 

 

 評価・換算差額等 
 その他有価証

券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差
額等合計 

純資産合計 

2006年３月 31日 残高（千円） 70,397 － 70,397 6,453,034 
中間連結会計期間中の変動額     
剰余金の配当（注）    △602,544 
役員賞与（注）    △33,000 
中間純損失    △156,911 
自己株式の取得    △3,670 
株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 9,158 △4 9,153 9,153 

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 9,158 △4 9,153 △786,972 

2006年９月 30日 残高（千円） 79,556 △4 79,551 5,666,061 
（注）2006年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書    

前中間連結会計期間
（自 2005 年４月１日
至 2005年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日）

区分 金額（千円） 金額(千円） 金額(千円） 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間(当期)純利益（△純損失） △153,448 △56,689 2,084,618 

減価償却費 342,762 399,994 774,680 

連結調整勘定償却額 － － 44,168 

のれん償却額 － 44,168 － 

退職給付引当金の増加額 23,261 21,060 31,220 

役員退職慰労引当金の増加額（△は減少額） △31,031 11,743 △19,837 

貸倒引当金の増加額(△は減少額) △20,201 △42,024 1,564 

賞与引当金の増加額（△は減少額） 8,271 19,478 △1,355 

返品調整引当金の増加（△は減少額） △3,017 △16,448 6,188 

受取利息及び受取配当金 △12,203 △14,821 △19,838 

支払利息 34,949 27,159 74,025 

投資有価証券評価損 － 82,318 － 

固定資産評価損 － － 65,475 

有形固定資産除却損 19,237 26,983 48,224 

減損損失 48,799 3,364 50,079 

売上債権の減少額 1,543,556 1,179,283 14,071 

前受金の増加額（△は減少額） △406,987 △143,561 379,581 

預り金の増加額（△は減少額） △808,056 △1,052,908 358,075 

預り敷金保証金の減少額 △12,850 △36,933 △150,056 

たな卸資産の減少額（△は増加額） △40,227 8,788 △39,180 

仕入債務の増加額（△は減少額） 42,737 △519,949 690,455 

未払事業税の増加額（△は減少額） △10,944 △9,132 2,427 

未払消費税等の増加額（△は減少額） △85,922 △51,953 1,442 

その他の流動資産の減少額（△は増加額） △17,824 △4,212 51,099 

役員賞与の支払額 △30,000 △33,000 △30,000 

その他 14,849 1,995 11,920 

小  計 445,710 △155,297 4,429,050 

利息及び配当金の受取額 12,685 14,780 20,282 

利息の支払額 △36,243 △62,725 △76,319 

法人税等の支払額 △1,126,872 △826,075 △1,174,819 

営業活動によるキャッシュ・フロー △704,720 △1,029,316 3,198,193 
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前中間連結会計期間 

（自 2005年４月１日 

至 2005年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 2005年４月1日 

至 2006年３月31日）

区分 金額(千円） 金額（千円） 金額（千円） 
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入れによる支出 － － △180,000 
有形固定資産の取得による支出 △476,836 △593,114 △718,360 
無形固定資産の取得による支出 △260,037 △329,202 △434,627 
長期前払費用の支出 △41,592 △31,047 △103,589 
投資有価証券の取得による支出 － △1,499 △1,200 
投資有価証券の売却による収入 15,828 － 18,374 
新規連結子会社株式の取得による支出 － － △77,486 
短期貸付金の純増減額 7,786 △123,615 84,555 
長期貸付金の貸付による支出 － △2,000 △16,500 
長期貸付金の回収による収入 25,938 35,216 33,122 
敷金保証金の支払による支出 △256,549 △161,341 △385,525 
敷金保証金の回収による収入 7,720 479,979 358,405 
その他 △106,225 7,201 20,501 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,083,967 △719,422 △1,402,331 
   

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額 163,400 858,590 △1,477,271 
長期借入れによる収入 － 7,000,000 400,000 
長期借入金の返済による支出 △681,950 △509,869 △1,313,173 
自己株式の取得による支出 △646 △3,670 △2,954 
自己株式の処分による収入 998,200 － 998,200 
親会社による配当金の支払額 △517,334 △602,045 △518,352 

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,330 6,743,005 △1,913,552 
   

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 171 30 258 

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） △1,826,846 4,994,297 △117,430 
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 3,029,929 2,912,499 3,029,929 

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 1,203,083 7,906,796 2,912,499 
    

（注）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（単位：千円） 

 

前中間連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日）

現金及び預金期末残高 2,074,583 8,959,096 3,964,799 

預入期間が3カ月を超える定期預金 △871,500 △1,052,300 1,052,300 

現金及び現金同等物期末残高 1,203,083 7,906,796 2,912,499 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる事項 

１．連結の範囲に関する事項 

当社の子会社は株式会社ナガセマネージメント、株式会社育英舎教育研究所、株式会社東進スクール、株式会社

ナガセピーシースクール、株式会社進級スクールの５社であり、当該５社を連結しており非連結子会社はありませ

ん。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用していない関連会社（株式会社松尾学院）は、中間純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため持分法の適用から除外しております。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

すべての連結子会社の中間期末の末日は、中間連結決算日と同一であります。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

②たな卸資産 

当社及び連結子会社共、先入先出法による原価法であります。 

 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

当社及び連結子会社共、主として定率法を採用しております。（ただし、当社及び連結子会社１社は平成

10 年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除く)は定額法によっております。） 

②無形固定資産 

当社及び連結子会社共、定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって

おります。 

 

（３）繰延資産の処理方法 

株式会社ナガセマネージメントは、創立費については、５年間の均等償却を行っております。 

 

（４）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

当社及び連結子会社共、貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権及び破産更生債権については、個別の債権の回収可能性を検討して計上しております。 

②賞与引当金 

当社及び連結子会社共、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の期間対応の額を計上しており

ます。 

③返品調整引当金 

当社は中間期末日以後の返品による損失に備えるため、法人税法の基準による損金算入限度相当額（販売

高基準と売掛金基準とのいずれか多い額）を計上しております。 

④退職給付引当金 

当社及び連結子会社共、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給見積額を計上しておりま

す。 
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（５）重要なリース取引の処理方法 

当社及び連結子会社共、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

（６）ヘッジ会計の方法 

当社は、繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の要件を満たしてい

る場合には特例処理を採用しております。 

 

（７）消費税等の会計処理方法 

当社及び連結子会社の４社は、税抜き方式を採用し、他の 1社は税込方式を採用しております。 

 

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から 3ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成 17 年 12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成 17

年 12 月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は 5,666 百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

 
前中間連結会計期間末 

（2005 年９月 30 日現在） 

当中間連結会計期間末 

（2006 年９月 30 日現在）

前連結会計年度末 

（2006 年３月 31 日現在）

１．有形固定資産の減価償却累計額 3,089,287千円 3,241,115千円 3,279,745千円 

２．担保に供している資産 1,952,473千円 1,585,252千円 1,904,789千円 

３．自己株式 104,695株 107,945株 105,995株 

 

（中間連結損益計算書） 

１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

前中間連結会計期間 

（自 2005 年４月１日 

至 2005 年９月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 2006 年４月１日 

至 2006 年９月 30 日）

前連結会計年度 

（自 2005 年４月１日 

至 2006 年３月 31 日） 

 千円 千円 千円 

広告宣伝費 869,822 1,248,530 2,026,467 

貸倒引当金繰入額 － － 42,551 

役員報酬 113,775 117,750 233,715 

給料手当 344,380 378,195 751,667 

賞与引当金繰入額 30,521 35,941 26,885 

退職給付費用 6,208 10,376 13,746 

役員退職慰労引当金繰入額 11,193 11,743 22,387 

賃借料 30,981 34,103 66,211 

減価償却費 35,789 36,335 87,984 

連結調整勘定償却額 － － 44,168 

のれん償却額 － 44,168 － 
（注）前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間より「のれ

ん償却額」として表示しております。 



２.減損損失 

前中間連結会計期間 

（自 2005 年４月１日 

至 2005 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 2006 年４月１日 

至 2006 年９月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 2005 年４月１日 

至 2006 年３月 31 日） 

 当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産について減損

損失を計上しました。 

 当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産について減損

損失を計上しました。 

 当連結会計年度において、当社グル

ープは以下の資産について減損損失

を計上しました。 

場所 用途 種類 

各校舎、 
事務所９件 
（東京都他）

教室、 
事務所 

建物、構築物、

器具備品、電

話加入権、ソ

フトウェア、

長期前払費用 

ナガセＰＣ

スクール 
（東京都） 

教材開発 長期前払費用 

借地 
（山梨県） 遊休資産 借地権 

 

場所 用途 種類 

各校舎 
２件 
（東京都） 

教室、 
事務所 

建物、 
器具備品、 
電話加入権 
 

場所 用途 種類 

各校舎、 
事務所 
10件 
（東京都他）

教室、 
事務所 

建物、構築物、

器 具 及 び 備

品、土地、電

話加入権、ソ

フトウェア、

長期前払費用 
ナガセＰＣ

スクール 
（東京都） 

教材開発 長期前払費用 

借地 
（山梨県） 

遊休資産 借地権 

当社グループは、資産を事業資産及

び遊休資産に区分し、事業資産につい

ては１校舎をキャッシュ・フローを生

み出す最小の単位として捉えグルー

ピングする方法を採用しております。 

 上記各校舎、事務所及びナガセＰＣ

スクール教材の一部についてはキャ

ッシュ・フローのマイナスが継続して

おり、収益性が著しく低下したため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し

減損損失として特別損失に計上して

おります。また、遊休資産については

将来の具体的使用計画がないことか

ら帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、減損損失として特別損失に計上し

ております。 

 その内訳は次のとおりでありま

す。 

  建物        19,690 千円 

  器具備品      11,438 千円 

  長期前払費用    8,969 千円 

  借地権       2,073 千円 

  その他       6,628 千円 

  合計        48,799 千円 

 なお、当資産グループの回収可

能価額は、主として使用価値によ

り測定しており、将来キャッシ

ュ・フローを 4.4％で割り引いて算

定しております。 

当社グループは、資産を事業資産及

び遊休資産に区分し、事業資産につい

ては１校舎をキャッシュ・フローを生

み出す最小の単位として捉えグルー

ピングする方法を採用しております。

 上記各校舎についてはキャッシ

ュ・フローのマイナスが継続してお

り、収益性が著しく低下したため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し減

損損失として特別損失に計上してお

ります。 

 その内訳は次のとおりでありま

す。 

  建物        1,756 千円

  器具備品      1,107 千円

  その他        501 千円

  合計        3,364 千円

 なお、当資産グループの回収可能

価額は、主として使用価値により測

定しており、将来キャッシュ・フロ

ーを 4.4％で割り引いて算定してお

ります。 

 当社グループは、資産を事業資産及

び遊休資産に区分し、事業資産につい

ては１校舎を、教材開発については商

品別にキャッシュ・フローを生み出す

最小の単位として捉えグルーピング

する方法を採用しております。 

 上記各校舎、事務所及びナガセＰＣ

スクール教材の一部についてはキャ

ッシュ・フローのマイナスが継続して

おり、収益性が著しく低下したこと

や、市場価格が下落していることから

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、減損損失として特別損失に計上し

ております。また、遊休資産について

は将来の具体的な使用計画がないこ

とから帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、減損損失として特別損失に計

上しております。 

 その内訳は次のとおりであります。

  建物        29,208 千円

  器具及び備品    11,438 千円

  土地        55,957 千円

  長期前払費用    10,249 千円

  借地権       2,073 千円

  その他       6,628 千円

  合計       115,554 千円

 なお、当資産グループの回収可能価

額は、主として使用価値により測定し

ており、将来キャッシュ・フローを

4.4％で割り引いて算定しておりま

す。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年９月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 10,148,409 － － 10,148,409

合計 10,148,409 － － 10,148,409

自己株式   

普通株式 105,995 1,950 － 107,945

合計 105,995 1,950 － 107,945

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 1,950 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

2006 年６月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 602,544 60 2006 年３月 31 日 2006 年６月 29 日
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（リース取引関係） 

期 別 

 

項 目 

前中間連結会計期間  

（自 2005 年４月１日 

至 2005 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間  

（自 2006 年４月１日 

至 2006 年９月 30 日） 

前連結会計年度  

（自 2005 年４月１日 

至 2006 年３月 31 日）

◯リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引 

   

（1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

取得価額相当額 

25,966千円 

減価償却累計額相当額 

17,469千円 

期末残高相当額 

8,497千円 

取得価額相当額 

20,255千円 

減価償却累計額相当額 

9,624千円 

期末残高相当額 

10,631千円 

取得価額相当額 

24,231千円 

減価償却累計額相当額 

11,498千円 

期末残高相当額 

12,732千円 

（2）未経過リース料期末残高 

相当額 

1 年内  

 1 年超

合  計  

 

 

2,922千円 

 5,999千円

8,921千円 

 

 

4,092千円 

 7,254千円

11,347千円 

 

 

4,218千円 

 9,315千円

13,534千円 

（3）支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

 

 

 

 

（4）減価償却費相当額の算定 

方法 

 

 

（5）利息相当額の算定方法 

支払リース料 

3,422千円 

減価償却費相当額 

3,082千円 

支払利息相当額 

94千円 

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法によっておりま

す。 

リース料総額とリース物

件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、

各期への配分方法につい

ては、利息法によってお

ります。 

支払リース料 

2,321千円 

減価償却費相当額 

1,935千円 

支払利息相当額 

179千円 

同   左 

 

 

 

同   左 

支払リース料 

9,365千円 

減価償却費相当額 

8,704千円 

支払利息相当額 

533千円 

同   左 

 

 

 

同   左 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（2005 年９月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの                               （単位：千円） 

種 類 取 得 原 価 中間連結貸借対照表計上額 差 額 

（1）株式 

（2）その他 

253,684 
4,138 

340,441 
4,138 

86,756 
－ 

合計 257,823 344,580 86,756 
 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容                           （単位：千円） 

 中間連結貸借対照表計上額 摘 要 

その他有価証券 

 非上場株式 

 その他 

272,277 
76,014 

 

合計 348,291  

 

当中間連結会計期間末（2006 年９月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの                               （単位：千円） 

種 類 取 得 原 価 中間連結貸借対照表計上額 差 額 

 株 式 181,005 310,992 129,986 

合計 181,005 310,992 129,986 
 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容                           （単位：千円） 

 中間連結貸借対照表計上額 摘 要 

その他有価証券 

 非上場株式 

 その他 

272,777 
74,137 

 

合計 346,914  

 

前連結会計年度末（2006 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの                               （単位：千円） 

種 類 取 得 原 価 連結貸借対照表計上額 差 額 

 株 式 262,324 376,849 114,525 

合計 262,324 376,849 114,525 
 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容                           （単位：千円） 

 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 摘 要 

その他有価証券 

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 

 その他 

272,277 
73,644 

 

合計 345,922  

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 2005 年 4 月 1 日 至 2005 年 9 月 30 日）、当中間連結会計期間（自 2006 年 4 月 1 日 至 2006

年 9 月 30 日）、及び前連結会計年度（自 2005 年 4 月 1日 至 2006 年 3 月 31 日） 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引はありません。 
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（セグメント情報） 

 

 

前中間連結会計期間 

（自 2005年４月１日 

至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 

（自 2005 年４月１日 

至 2006 年３月 31 日）

（1）事業の種類別セグ 

  メント情報 

当中間連結会計期間

は、教育事業の連結売

上高、営業利益の金額

は、いずれも全セグメ

ントに占める割合が

90％超であるため、事

業の種類別セグメント

情報の記載を省略して

おります。 

同左 当連結会計年度は、教

育事業の連結売上高、

営業利益及び資産の金

額は、いずれも全セグ

メントに占める割合が

90％超であるため、事

業の種類別セグメント

情報の記載を省略して

おります。 

（2）所在地別セグメン 

  ト情報 

 

当中間連結会計期間

は、本国以外の国また

は地域に所在する連結

子会社がないため、該

当事項はありません。

同左 当連結会計年度は、本

国以外の国または地域

に所在する連結子会社

がないため、該当事項

はありません。 

（3）海外売上高 

 

当中間連結会計期間

は、海外売上高はない

ため、該当事項はあり

ません。 

同左 当連結会計年度は、

海外売上高はないた

め、該当事項はあり

ません。 

 

（後発事象） 

 当社グループは、2006 年９月７日に株式譲渡に関する契約を締結し、2006 年 10 月２日付けで株式会社四谷大塚、株

式会社四谷大塚出版の株式を取得し、100％子会社といたしました。 

 その概要は以下のとおりです。 

① 取得の目的 当社グループの強化  

② 株式取得の相手先の名称 鈴木靖夫 他３名 鈴木靖夫 他２名 

③ 会社の名称、事業内容、規模  

  （会社の名称） 株式会社四谷大塚 株式会社四谷大塚出版 

  （事業内容） 中学受験の進学塾 学習教材の編集、出版 

 2005 年９月期現在 2006 年３月期現在 

  （規模） 資本金  20 百万円 資本金  30 百万円 

 売上高  6,718 百万円 売上高  1,443 百万円 

④ 株式の取得時期 2006 年 10 月２日 2006 年 10 月２日 

⑤ 取得する株式の数、取得価額、取得後の持分比率  

  （株式の数） 400 株 600 株 

  （取得価額） 3,337 百万円 2,479 百万円 

  （持分比率） 100％ 100％ 

 



 －24－

生産、受注及び販売の状況 

（単位：千円） 

前中間連結会計期間 

（自 2005 年４月１日 

至 2005 年９月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 2006 年４月１日 

至 2006 年９月 30 日）

前 連 結 会 計 年 度 

（自 2005 年４月１日 

至 2006 年３月 31 日）

期 別

 

部 門 営 業 収 入 構 成 比 営 業 収 入 構 成 比 営 業 収 入 構 成 比

東 進 ハ イ ス ク ー ル

うち現役高校生部門

うち本科高卒生部門

う ち そ の 他

4,024,226 

3,503,759 

477,835 

42,631 

50.8 

44.3 

6.0 

0.5 

4,977,687 

4,614,140 

362,805 

741 

55.5 

51.4 

4.1 

0.0 

7,778,666 

6,925,562 

773,668 

79,434 

39.9 

35.5 

4.0 

0.4 

東 進 衛 星 予 備 校 2,419,407 30.6 2,497,028 27.8 8,240,463 42.2 

東進デジタルスクール 198,743 2.5 146,578 1.6 583,970 3.0 
小 ・ 中 学 生 部 門

東 進 ス ク ー ル

育英舎教育研究所

進 級 ス ク ー ル

486,976 
178,472 
308,503 

－ 

6.2 
2.3 
3.9 
－ 

618,032 
153,064 
302,958 
162,009 

6.9 
1.7 
3.4 
1.8 

1,155,739 
329,917 
614,021 
211,800 

5.9 
1.7 
3.1 
1.1 

出 版 事 業 226,728 2.9 207,079 2.3 614,688 3.2 

ナ ガ セ P C ス ク ー ル 411,700 5.2 467,722 5.2 847,856 4.3 

そ の 他 139,884 1.8 58,597 0.7 291,364 1.5 

合 計 7,907,667 100.0 8,972,727 100.0 19,512,748 100.0 

 

 


	
	１．企業集団の状況


