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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 25,427 26.1 1,014 △15.8 695 △30.9 164 △60.9

20年3月期第3四半期 20,164 22.7 1,204 △37.2 1,006 △45.1 421 △48.8

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3四半期 16.77 ―

20年3月期第3四半期 41.99 ―

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3四半期 34,626 7,456 21.5 767.58
20年3月期 27,452 8,091 29.3 800.27

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  7,450百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 36,607 27.5 3,240 26.3 2,858 31.8 1,530 0.8 155.68

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、４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、４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3四半期 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3四半期 441,351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3四半期 9,828,089株 20年3月期第3四半期 10,037,470株



５．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

 
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 

 
 

通  期 

百万円 ％  
19,229（2.5） 

百万円 ％ 
2,622（14.0）

百万円 ％

2,610（3.5）
百万円 ％  

2,024（0.0） 
円 銭 

205 94 

連結業績の見直しに伴い、個別業績についても、前回発表（2008 年５月 23 日付「2008 年３月決算短信」）の業績

予想を見直ししております。 

 

 

上記に記載した当期の業績につきましては、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。 



当第３四半期連結累計期間（2008年4月～12月）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローンに端を発する国際的な

金融市場の混乱や、原材料価格の高騰により、企業業績は振るわず、個人消費も低迷するなか、景気の減速傾向が強まる状

況で推移いたしました。 

当業界におきましては、少子化問題の影響に加え、教育への関心が高い成績上位層と、中下位層との二極化進行により、

業界全般としての市場環境は厳しさを増しております。このため、企業間の競争は激化し、Ｍ＆Ａや資本提携などを含む業界

の再編も加速しています。 

当社グループでは、「社会に貢献する人財の育成」を一貫した教育理念として、東進ハイスクール、東進衛星予備校、四谷

大塚、イトマンスイミングスクールの各部門を中心に、提供するコンテンツの充実や受講環境の整備を進め、「知育・体育・徳

育」を総合的に行える体制の構築に取り組んでまいりました。   

こうしたなか、当第３四半期累計期間の連結売上高は、前年同期比5,262百万円増加となる25,427百万円（前年同期比

26.1％増）となりました。これは主に、当期より連結会社となったイトマンスイミングスクールの寄与と、第３四半期に大学受験部

門の生徒募集が順調に推移していることによるものです。 

また、費用面では、営業原価が前年同期比で4,324百万円の増加となる18,010百万円（前年同期比31.6％増）、一般管理費

が前年同期比で1,128百万円の増加となる6,402百万円（前年同期比21.4％増）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、経費の増加4,335百万円や「のれん代の償却」396百万円の計上があったこと、さらに、民間教育機関

が主催する、小学生を対象とした唯一の全国規模での学力テスト「全国統一小学生テスト」などの戦略的な企画や、「東進」「四

谷大塚」や「イトマン」などの当社ブランドを確立するための活動などを、長期的な視野に立って引き続き積極的に進めたことに

よるものです。 

なお、「全国統一小学生テスト」は、11月3日の開催で第3回を迎え、回を追うごとに順調に受験者数を拡大しております。ま

た、全国規模でのテスト開催により、「次代を担うリーダー育成」に向けた基盤を構築し、有力塾との協力関係強化と四谷大塚

ブランドの浸透に寄与しております。 

この結果、当第3四半期連結累計期間の連結営業利益は1,014百万円（前年同期比15.8％減）、連結経常利益は695百万

円（前年同期比30.9％減）、連結四半期純利益は164百万円（前年同期比60.9％減）となりました。利益面で、M&Aに係るのれ

ん代償却合計751百万円の負担がありましたが、第2四半期からさらに改善を進めることができました。 

なお、当第3四半期累計期間で、投資有価証券評価損を合計105百万円計上しております。 

  

当第３四半期連結累計期間における財政状況は、期首に比べ総資産が1,911百万円、純資産が1,578百万円減少しておりま

す。総資産の減少は、主として現金預金等の流動資産の減少によるもので、期末に増加した資金を法人税等の支払や借入金

の返済等に充当したものです。また純資産では、当第３四半期純利益164百万円があった一方、配当金799百万円、自己株式

の取得712百万円のほか、有価証券評価差額金162百万円の計上による減少であります。 

なお、前年同期比では、総資産が7,174百万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３四半期連結累計期間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5,781百万円となり、前連結

会計年度末に比べ、2,105百万円の減少となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,298百万円の収入となり、第2四半期末から3,703百万円改善し、前年同期間比でも

728百万円の増収となりました。当四半期累計期間の内容は、税金等調整前当四半期純利益が549百万円と第2四半期末から

891百万円改善したほか、減価償却費1,299百万円、のれん代償却額751百万円、売上債権の減少754百万円などを計上する

一方、法人税等の支払782百万円、支払利息224百万円などとなっております。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,682百万円の支出となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得1,521百万円、

投資有価証券の取得415百万円、子会社株式の取得417百万円、貸付金の増加253百万円等によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,721百万円の支出となりました。これは長期借入金返済2,028百万円、配当金の支払

798百万円、自己株式の取得712百万円、リース債務の返済119百万円等があった一方、長期借入金の増加1,100百万円、短期

借入金の純増額928百万円があったことが主な要因となっています。 

  

今後の国内経済は、世界規模の経済低迷や金融不安などにより、先行きの不透明感が増しつつあります。当業界において

も、厳しい社会情勢下で民間教育に対する父母の期待がますます高まるとともに、教育成果による企業やサービスの選別化が

進み、少子化の影響による市場縮小と相俟って、全体としては厳しい経営環境が続いております。  

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 

２．連結財政状態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 



こうしたなか、当社グループにおいては、四谷大塚とのシナジーを強める「四谷大塚NET」の展開や、中学生を対象とした

「東進中学NET」などの新規事業を進めるなど、将来に向けた先行費用を積極的に投じておりますが、その効果の発現につい

ては、現下の経済情勢もあり、来期以降となることが見込まれます。これを踏まえ、通期の業績については、前回発表（2008年5

月23日付「2008年3月期決算短信」）の業績予想を見直ししております。 

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。 

  

 該当事項はありません。 

   

  

 （簡便な会計処理の適用） 

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３四半期連結累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３四半期連結累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の適用） 

該当事項はありません。 

  

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） 

（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 

（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の適用） 

「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、原価法から先入先出法による原価法（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、営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益は4百万円減少しています。 

  

③  「リース取引に関する会計基準」等の適用 

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、当第１四半期連結会計期間から「リース取引に関する会計基準第13号」及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準第16号）を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。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、残存価格をゼロとす

る定額法を採用しています。なお、営業利益、経常利益に影響はありませんが、税金等調整前四半期純利益において

13百万円減少しております。 



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月 １日 至平成20年12月31日）における教育事業の連結売上高及

び営業利益の金額は、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。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。  

  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,917,221 9,022,366

受取手形及び売掛金 1,448,826 2,191,794

商品 601,175 381,641

その他のたな卸資産 162,913 157,259

前払費用 1,003,223 645,447

繰延税金資産 392,462 433,503

その他 707,707 716,196

貸倒引当金 △55,792 △74,658

流動資産合計 11,177,737 13,473,551

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,413,962 4,254,095

工具、器具及び備品（純額） 795,417 792,450

土地 3,702,343 3,664,314

リース資産（純額） 115,034 －

建設仮勘定 308,780 46,312

その他（純額） 103,755 83,486

有形固定資産合計 9,439,292 8,840,659

無形固定資産   

のれん 3,464,290 4,132,282

その他 2,781,568 2,576,806

無形固定資産合計 6,245,859 6,709,088

投資その他の資産   

投資有価証券 1,584,631 1,621,962

長期貸付金 319,985 172,189

長期前払費用 83,570 84,700

敷金及び保証金 4,502,565 4,502,795

繰延税金資産 988,785 845,648

その他 539,774 613,114

貸倒引当金 △255,531 △325,336

投資その他の資産合計 7,763,780 7,515,075

固定資産合計 23,448,931 23,064,823

資産合計 34,626,669 36,538,375



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 372,059 396,245

短期借入金 6,059,904 4,873,290

未払金 2,131,887 2,414,319

未払法人税等 96,916 532,700

前受金 2,677,525 2,416,833

賞与引当金 204,032 499,351

役員賞与引当金 26,112 38,115

返品調整引当金 44,500 46,332

預り金 2,154,106 2,116,918

その他 1,047,369 701,532

流動負債合計 14,814,414 14,035,639

固定負債   

社債 1,930,000 2,020,000

長期借入金 8,163,170 9,350,287

退職給付引当金 1,266,815 1,239,066

役員退職慰労引当金 570,271 549,107

その他 425,129 308,621

固定負債合計 12,355,385 13,467,083

負債合計 27,169,800 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 4,313,069 4,936,341

自己株式 △954,352 △241,713

株主資本合計 7,638,007 8,973,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △187,058 △24,730

評価・換算差額等合計 △187,058 △24,730

少数株主持分 5,920 86,463

純資産合計 7,456,869 9,035,652

負債純資産合計 34,626,669 36,538,375



（２）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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 25,427,276

営業原価 18,010,718

営業総利益 7,416,558

販売費及び一般管理費 6,402,492

営業利益 1,014,066

営業外収益  

受取利息 24,343

受取配当金 34,929

受取賃貸料 41,467

債務勘定整理益 25,493

その他 46,668

営業外収益合計 172,903

営業外費用  

支払利息 246,067

たな卸資産廃棄損 64,478

その他 180,835

営業外費用合計 491,381

経常利益 695,588

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,745

返品調整引当金戻入額 1,832

移転補償金 45,000

その他 2,850

特別利益合計 58,429

特別損失  

固定資産処分損 56,220

投資有価証券評価損 105,032

商品評価損 18,132

リース会計基準の適用に伴う影響額 13,930

その他 10,862

特別損失合計 204,177

税金等調整前四半期純利益 549,840

法人税、住民税及び事業税 393,654

過年度法人税等 32,121

法人税等調整額 11,553

法人税等合計 437,328

少数株主損失（△） △52,315

四半期純利益 164,827



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 9,380,361

営業原価 6,263,706

営業総利益 3,116,654

販売費及び一般管理費 2,011,130

営業利益 1,105,524

営業外収益  

受取利息 7,786

受取配当金 1,434

受取賃貸料 13,860

その他 13,873

営業外収益合計 36,955

営業外費用  

支払利息 83,195

たな卸資産廃棄損 1,448

その他 68,633

営業外費用合計 153,277

経常利益 989,203

特別利益  

投資有価証券売却益 104

特別利益合計 104

特別損失  

固定資産処分損 16,293

投資有価証券評価損 73,873

商品評価損 5,911

その他 1,997

特別損失合計 98,076

税金等調整前四半期純利益 891,231

法人税、住民税及び事業税 189,004

法人税等調整額 267,644

法人税等合計 456,649

少数株主損失（△） △52,557

四半期純利益 487,139



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 549,840

減価償却費 1,299,388

のれん償却額 751,586

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,748

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,163

貸倒引当金の増減額（△は減少） △88,670

賞与引当金の増減額（△は減少） △295,319

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,003

受取利息及び受取配当金 △59,273

支払利息 246,067

有形固定資産除却損 20,611

投資有価証券評価損益（△は益） 105,032

売上債権の増減額（△は増加） 754,477

前受金の増減額（△は減少） 260,691

たな卸資産の増減額（△は増加） △225,187

前払費用の増減額（△は増加） △371,673

仕入債務の増減額（△は減少） △38,086

預り金の増減額（△は減少） 37,188

その他 266,439

小計 3,250,021

利息及び配当金の受取額 55,801

利息の支払額 △224,853

法人税等の支払額 △782,626

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,298,343

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 △1,127,903

無形固定資産の取得による支出 △394,051

長期前払費用の取得による支出 △76,318

投資有価証券の取得による支出 △415,622

投資有価証券の売却による収入 10,894

子会社株式の取得による支出 △417,678

短期貸付金の増減額（△は増加） △124,130

長期貸付けによる支出 △200,000

長期貸付金の回収による収入 70,716

敷金及び保証金の差入による支出 △149,570

敷金及び保証金の回収による収入 146,281

その他 △4,802

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,682,186



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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） 928,170

長期借入れによる収入 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △2,028,673

社債の償還による支出 △90,000

自己株式の取得による支出 △712,639

配当金の支払額 △798,698

リース債務の返済による支出 △119,442

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,721,284

現金及び現金同等物に係る換算差額 △200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,105,327

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 5,781,229



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  20,164,885

Ⅱ 売上原価  13,686,372

売上総利益  6,478,513

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,274,132

広告宣伝費  2,147,720

給料手当  1,167,898

通信交通費  331,964

のれん  355,560

その他  1,270,988

営業利益  1,204,380

Ⅳ 営業外収益  83,659

 受取利息等  55,682

賃貸収入  10,513

その他  17,463

Ⅴ 営業外費用  281,294

支払利息  146,194

たな卸資産廃棄損  55,242

 その他  79,857

経常利益  1,006,745



  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月 １日 至平成19年12月31日）における教育事業の連結売上高

及び営業利益の金額は、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。 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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。  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅵ 特別利益  152,166

投資有価証券売却益  39,022

前期損益修正益  98,194

その他  14,949

Ⅶ 特別損失  133,601

固定資産処分損  19,203

投資有価証券評価損  45,273

固定資産減損損失  8,110

 その他  61,013

税金等調整前四半期純利益  1,025,310

税金費用  762,787

四半期純利益  421,487

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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