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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 6,677 ― △1,413 ― △1,496 ― △1,006 ―

20年3月期第1四半期 5,136 39.4 △822 ― △847 ― △575 ―

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

21年3月期第1四半期 △101.39 ―

20年3月期第1四半期 △57.32 ―

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

21年3月期第1四半期 33,422 7,096 21.1 710.56
20年3月期 36,538 9,035 24.5 895.97

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  7,043百万円 20年3月期  8,949百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 80.00 80.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 80.00 80.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 16,762 31.1 507 0.2 207 △44.8 △98 ― △9.77

通期 37,107 29.2 4,555 77.6 4,038 86.3 1,874 23.5 186.81

4.  その他 
(1) 期中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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 上記に記載した当期の業績予想につきましては、現時点で、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての仮定を前提としており、実際の業績は、今
後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 10,148,409株 20年3月期 10,148,409株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 235,571株 20年3月期 160,141株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 9,931,125株 20年3月期第1四半期 10,037,981株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローンに端を発する原油・原材料価格の高騰を背

景に、先行き不透明な状況が続いています。当業界におきましては、少子化問題が引き続き影響を及ぼしており、業

界全般としては厳しい市場環境となっております。 

 このような状況下、当社グループは「社会に貢献する人財の育成」を一貫した教育理念として、幼・小・中・高・

大から社会人までの広い層を対象に教育事業を展開しております。今年１月のイトマンスイミングスクールのグルー

プ化は、「知育・体育・徳育」を総合的に行える体制の整備であり、「次代を担うリーダー育成」を実現する基盤強

化となりました。また四谷大塚の中学受験部門、東進ハイスクール・衛星予備校の大学受験部門では、今年も難関校

の合格実績がさらに伸長し、確実に学力を伸ばす教育機関としての高い評価をいただいております。 

 こうしたなか、当第１四半期連結会計期間の業績は、東進ハイスクール、東進衛星予備校、四谷大塚の既存の主力

部門を中心に概ね期初予定に沿って推移致しました。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比1,540百万円増加し、合計で6,677百万円（前年同期比30.4%

増）となりました。これは主にイトマンスイミングスクールのグループ化によるものです。 

 また、費用面では、前年同期比で2,131百万円の増加となりました。これは、イトマンスイミングスクールのグル

ープ化に伴い、経費1,440百万円、のれん償却132百万円を計上したほか、四谷大塚主催の「全国統一小学生テスト」

の広告費を含む実施費用355百万円が主な要因となっております。平成20年６月８日実施の「全国統一小学生テス

ト」は全国911塾の協力のもと、2,041会場で56,767名が参加して行われました。これは、全国有力塾との協力関係を

強化し、四谷大塚ブランドを全国に浸透させる役割を確実に果たしております。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の経常損失は1,496百万円となり、前年同期比648百万円の増加、当四半期純

損失は1,006百万円、前年同期比431百万円の増加となりました。 

 なお、当社グループでは、生徒募集期や講習会開催時期を含む第２四半期以降に比べ、第１四半期の営業収入割合

が最も小さくなる一方、費用面では戦略的投資も含めて、費用計上が先行する傾向があります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における財政状況は、期首に比べ総資産が3,115百万円減少し、純資産が1,939百万円減

少しております。総資産の減少は、期末に増加した資金を法人税等の支払や借入金の返済に充当したことが主な要因

となっております。また純資産の減少は、配当金799百万円、および当第１四半期純損失1,006百万円等によるもので

あります。 

 なお、前第１四半期連結会計期間比では、総資産が9,713百万円増加となっておりますが、これは株式会社イトマ

ンスイミングスクールの連結組入れの影響を主因とするものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより4,139百万円となり、前連結会

計年度末に比べ、3,747百万円減少いたしました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは1,483百万円の支出となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得等により635百万円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、1,628百万円の支出となりました。これは配当金の支払728百万円、長期借

入金返済624百万円等が主な要因となっています。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当業界は少子化の影響による市場縮小によって厳しい経営環境となっておりますが、当社グループにおいては、好

調な夏期募集と本年２月にスタートした四谷大塚ＮＥＴに関連する積極的先行投資の成果が見込まれるため、当第２

四半期累計期間、通期見込において、前回発表（2008年５月23日付「2008年３月期決算短信」）の業績予想から変更

はありません。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点において入手可能な情報に基づいて判断したものであり、今後のさ

まざまな要因により、異なる結果となる可能性があります。 



４．その他 

（１）期中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） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（簡便な会計処理） 

① 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

② 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっています。 

③ 固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

④ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 該当事項はありません。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第9号）を

当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）に変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び

税金等調整前四半期純損失は、それぞれ11百万円増加しています。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しています。これにより、営業損失及び

経常損失には影響はありませんが、税金等調整前四半期純損失が13百万円増加しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,275,054 9,022,366

受取手形及び売掛金 1,352,243 2,191,794

商品 618,428 381,641

その他のたな卸資産 171,082 157,259

前払費用 935,393 645,447

繰延税金資産 1,145,957 433,503

その他 637,665 716,196

貸倒引当金 △65,334 △74,658

流動資産合計 10,070,490 13,473,551

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,209,283 4,254,095

工具、器具及び備品 823,787 792,450

土地 3,664,314 3,664,314

リース資産 145,521  

建設仮勘定 45,347 46,312

その他 93,620 83,486

有形固定資産合計 8,981,874 8,840,659

無形固定資産   

のれん 3,967,253 4,132,282

その他 2,767,904 2,576,806

無形固定資産合計 6,735,157 6,709,088

投資その他の資産   

投資有価証券 1,787,552 1,621,962

長期貸付金 296,239 172,189

長期前払費用 88,373 84,700

敷金及び保証金 4,438,334 4,502,795

繰延税金資産 739,106 845,648

その他 527,063 613,114

貸倒引当金 △241,614 △325,336

投資その他の資産合計 7,635,056 7,515,075

固定資産合計 23,352,089 23,064,823

資産合計 33,422,579 36,538,375



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 406,044 396,245

短期借入金 4,834,363 4,873,290

未払金 2,744,969 2,414,319

未払法人税等 203,243 532,700

前受金 2,589,315 2,416,833

賞与引当金 687,727 499,351

役員賞与引当金 8,704 38,115

返品調整引当金 75,881 46,332

預り金 797,874 2,116,918

その他 947,592 701,532

流動負債合計 13,295,717 14,035,639

固定負債   

社債 2,000,000 2,020,000

長期借入金 8,725,666 9,350,287

退職給付引当金 1,254,388 1,239,066

役員退職慰労引当金 557,473 549,107

その他 493,003 308,621

固定負債合計 13,030,532 13,467,083

負債合計 26,326,249 27,502,723

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,138,138 2,138,138

資本剰余金 2,141,151 2,141,151

利益剰余金 3,141,315 4,936,341

自己株式 △417,817 △241,713

株主資本合計 7,002,788 8,973,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,853 △24,730

評価・換算差額等合計 40,853 △24,730

少数株主持分 52,687 86,463

純資産合計 7,096,329 9,035,652

負債純資産合計 33,422,579 36,538,375



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業収益 6,677,352

営業原価 5,697,091

営業総利益 980,261

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 2,393,851

営業損失（△） △1,413,590

営業外収益  

受取利息 4,992

受取配当金 29,553

受取賃貸料 15,059

その他 18,813

営業外収益合計 68,419

営業外費用  

支払利息 83,917

その他 67,298

営業外費用合計 151,216

経常損失（△） △1,496,387

特別利益  

貸倒引当金戻入額 14,040

移転補償金 45,000

その他 2,246

特別利益合計 61,287

特別損失  

固定資産処分損 13,711

投資有価証券評価損 5,277

商品評価損 16,847

その他 17,753

特別損失合計 53,589

税金等調整前四半期純損失（△） △1,488,690

法人税、住民税及び事業税 172,119

法人税等調整額 △648,334

法人税等合計 △476,215

少数株主損失（△） △5,548

四半期純損失（△） △1,006,925



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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損失（△） △1,488,690

減価償却費 397,958

のれん償却額 250,528

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,321

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,366

貸倒引当金の増減額（△は減少） △93,045

賞与引当金の増減額（△は減少） 188,376

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △29,411

受取利息及び受取配当金 △34,546

支払利息 83,917

売上債権の増減額（△は増加） 1,028,992

前受金の増減額（△は減少） 172,481

たな卸資産の増減額（△は増加） △250,609

前払費用の増減額（△は増加） △299,050

仕入債務の増減額（△は減少） 292,986

預り金の増減額（△は減少） △1,319,044

その他 143,537

小計 △931,930

利息及び配当金の受取額 33,323

利息の支払額 △64,495

法人税等の支払額 △520,368

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,483,470

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △207,421

無形固定資産の取得による支出 △126,514

長期前払費用の取得による支出 △25,109

投資有価証券の取得による支出 △108,790

子会社株式の取得による支出 △114,678

短期貸付金の増減額（△は増加） 29,039

長期貸付けによる支出 △150,000

長期貸付金の回収による収入 6,469

敷金及び保証金の差入による支出 △40,272

敷金及び保証金の回収による収入 104,724

その他 △2,841

投資活動によるキャッシュ・フロー △635,395



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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（△は減少） △39,000

長期借入金の返済による支出 △624,548

社債の償還による支出 △20,000

自己株式の取得による支出 △176,104

配当金の支払額 △728,630

リース債務の返済による支出 △40,180

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,628,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,747,329

現金及び現金同等物の期首残高 7,886,556

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,139,227



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）における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。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）において、本邦以外の国または地域

に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）において、海外売上高がないため該

当事項はありません。 

（６）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。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 5,136,942 

Ⅱ 売上原価 4,338,860 

売上総利益 798,082 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,620,112 

営業損失（△） △822,029 

Ⅳ 営業外収益 36,989 

Ⅴ 営業外費用 62,878 

経常損失（△） △847,918 

Ⅵ 特別利益 20,921 

Ⅶ 特別損失 16,295 

 税金等調整前四半期純損失
（△） 

△843,292 

 税金費用 223,685 

 少数株主損失 △44,205 

 四半期純損失（△） △575,401 
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