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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 6,513 △2.4 △1,412 ― △1,456 ― △1,013 ―

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

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

22年3月期第1四半期 △104.67 ―

21年3月期第1四半期 △101.39 ―

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

22年3月期第1四半期 32,936 6,792 20.6 702.96
21年3月期 35,209 8,671 24.6 893.68

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  6,778百万円 21年3月期  8,653百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 80.00 80.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 80.00 80.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

16,512 2.9 380 ― 64 ― 79 ― 8.07

通期 37,171 5.0 3,502 32.7 3,114 41.0 1,887 23.9 192.67



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）  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。 

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 

新規 1社 （社名 NAGASE BROTHERS INTERNATION
AL PTE.LTD.

） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 10,148,409株 21年3月期 10,148,409株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 505,651株 21年3月期 465,451株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 9,678,960株 21年3月期第1四半期 9,931,125株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱に端を発する景気後退を背景とし

て、国内経済においても不安定な状況が続いており、個人消費も低迷するなど、先行き不透明な状況で推移しまし

た。当業界におきましては、少子化問題の影響や、長引く不況下で、家計の教育費に抑制傾向が現れるなど、市場

環境が厳しさを増すなか、M&Aや業務提携を含む業界の再編が進みつつあります。 

 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、「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。また、大学受験の東進ハイスクール部門、東進衛星予備校部門や、中学受験の四谷大塚部門では、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、イトマン

スイミングスクールの各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6,513百万円（前年同期比2.4%減）となり、前年同期間比で163百万円減少

いたしましたが、一方でこれを上回る前受金の増加がありました。当社では、生徒の講座受講状況に対応して売上

計上をしておりますが、これは、当社が進めている、受講内容の習得確認後、次回に進む「確実に学習させる指

導」を厳格に行ったためと考えられます。第２四半期以降については、前受金の売上計上が進むほか、夏期特別招

待講習等の募集状況も好調であり、当初計画通りの推移を見込んでいます。 

 費用面では、受講環境のIT化にともなうパソコン導入費用の一括処理41百万円、新規事業である東進中学NETの

教材開発119百万円など、積極的な施策を進めた一方、広告宣伝においては、引き続きテレビCMなどブランディン

グ広告を進めるとともに、インターネットの活用など広告手法の見直しにより77百万円を圧縮するなど、前年同期

間比で127百万円を経費削減いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の営業損失は1,412百万円となり前年同期比１百万円の改善、経常損失は

1,456百万円となり前年同期比39百万円の改善、当四半期純損失は1,013百万円で、前年同期比６百万円の増加とな

りました。 

 なお、当社グループでは、営業収入の計上が生徒募集期に当たる第３、第４四半期に集中するため、例年、第１

四半期から第２四半期にかけては、費用計上が先行する傾向にあります。 

 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2,273百万円減少し、純資産が1,878百万円

減少しております。総資産の減少は、募集期に発生した売掛金が順調に回収されたこと、また期末に増加した資金

を社債・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775百万円、お

よび当第１四半期純損失1,013百万円等によるものであります。 

（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3,304百万円となりました。

これは前連結会計期間に比べ1,156百万円のキャッシュ・フロー改善となっております。 

営業活動によるキャッシュ・フローは891百万円の支出となりました。例年第１四半期から第２四半期にかけては

費用計上が先行する傾向にあり、当期も税金等調整前四半期純損失1,476百万円となりましたが、前受金の増加

（前連結会計期間比508百万円増）や経費削減による仕入債務の減少（前連結会計期間比202百万円減）などの要因

により、前年同期間比では591百万円の改善となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは584百万円の支出となりました。これは、イトマンスイミングスクールの

大和郡山校建設などに伴う固定資産の取得386百万円のほか、無形固定資産108百万円、長期前払費用109百万円な

どの取得によるものです。これら資産取得があった一方で、前年同期間比では、有価証券の取得105百万円、子会

社株式の取得114百万円、長期貸付金の実施100百万円等の減少があり、合計では50百万円の改善となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、1,114百万円の支出となりました。これは配当金の支払726百万円、長期

借入金返済683百万円、自己株式の取得101百万円などがあった一方、長期借入金500百万円を実施したことによる

もので、前年同期間比では514百万円の増加となりました。 

 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、

好調な夏期募集状況から、当第２四半期累計期間、通期見込においては、期初計画通りの数値を見込んでおり、前

回発表（09年5月21日付「2009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。 

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



  

 当第１四半期連結会計期間から、新たに設立したNAGASE BROTHERS INTERNATIONAL PTE.LTD.を連結の範囲に含

めております。 

  

（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 

 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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,440,120 7,030,945

受取手形及び売掛金 1,677,943 2,226,273

商品及び製品 498,823 339,221

その他のたな卸資産 138,910 132,702

前払費用 930,810 822,285

繰延税金資産 996,087 362,450

その他 1,024,913 1,101,569

貸倒引当金 △54,120 △69,998

流動資産合計 9,653,489 11,945,449

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,979,181 4,629,544

工具、器具及び備品（純額） 741,206 707,995

土地 3,702,343 3,702,343

リース資産（純額） 87,468 99,779

建設仮勘定 25,200 195,462

その他（純額） 91,435 96,324

有形固定資産合計 9,626,835 9,431,448

無形固定資産   

のれん 2,961,328 3,212,809

その他 2,752,691 2,746,444

無形固定資産合計 5,714,019 5,959,254

投資その他の資産   

投資有価証券 1,724,679 1,700,734

長期貸付金 294,393 281,632

長期前払費用 351,861 297,192

敷金及び保証金 4,442,472 4,464,904

繰延税金資産 820,277 825,466

その他 418,921 415,485

貸倒引当金 △110,555 △112,114

投資その他の資産合計 7,942,050 7,873,302

固定資産合計 23,282,905 23,264,006

資産合計 32,936,395 35,209,455



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 429,079 374,842

短期借入金 6,191,512 6,125,622

未払金 2,387,696 2,163,610

未払法人税等 165,135 222,787

前受金 3,058,339 2,377,372

賞与引当金 688,964 477,920

役員賞与引当金 8,852 34,816

返品調整引当金 42,876 47,791

預り金 834,861 1,908,348

その他 878,946 1,010,920

流動負債合計 14,686,265 14,744,034

固定負債   

社債 1,860,000 1,880,000

長期借入金 7,363,609 7,661,196

退職給付引当金 1,288,307 1,279,715

役員退職慰労引当金 586,724 578,470

その他 358,562 394,610

固定負債合計 11,457,203 11,793,992

負債合計 26,143,468 26,538,026

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 3,872,434 5,660,215

自己株式 △1,120,882 △1,019,602

株主資本合計 7,030,843 8,919,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △252,368 △266,474

評価・換算差額等合計 △252,368 △266,474

少数株主持分 14,452 17,999

純資産合計 6,792,927 8,671,428

負債純資産合計 32,936,395 35,209,455



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益 6,677,352 6,513,998

営業原価 5,697,091 5,668,117

営業総利益 980,261 845,881

販売費及び一般管理費 2,393,851 2,258,052

営業損失（△） △1,413,590 △1,412,170

営業外収益   

受取利息 4,992 8,676

受取配当金 29,553 36,275

受取賃貸料 15,059 13,875

その他 18,813 20,013

営業外収益合計 68,419 78,841

営業外費用   

支払利息 83,917 70,695

その他 67,298 52,450

営業外費用合計 151,216 123,146

経常損失（△） △1,496,387 △1,456,475

特別利益   

貸倒引当金戻入額 14,040 17,066

返品調整引当金戻入額 － 4,915

移転補償金 45,000 －

その他 2,246 59

特別利益合計 61,287 22,041

特別損失   

固定資産処分損 13,711 4,148

投資有価証券評価損 5,277 －

商品評価損 16,847 27,382

減損損失 － 2,069

リース会計基準の適用に伴う影響額 13,833 －

その他 3,919 8,159

特別損失合計 53,589 41,759

税金等調整前四半期純損失（△） △1,488,690 △1,476,193

法人税、住民税及び事業税 172,119 178,453

法人税等調整額 △648,334 △637,956

法人税等合計 △476,215 △459,502

少数株主損失（△） △5,548 △3,547

四半期純損失（△） △1,006,925 △1,013,143



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △1,476,193

減価償却費 397,958 435,324

のれん償却額 250,528 251,481

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,321 8,592

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,366 8,253

貸倒引当金の増減額（△は減少） △93,045 △17,437

賞与引当金の増減額（△は減少） 188,376 211,043

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △29,411 △25,963

受取利息及び受取配当金 △34,546 △44,951

支払利息 83,917 70,695

固定資産除却損 － 1,423

減損損失 － 2,069

売上債権の増減額（△は増加） 1,028,992 548,330

前受金の増減額（△は減少） 172,481 680,966

たな卸資産の増減額（△は増加） △250,609 △165,810

前払費用の増減額（△は増加） △299,050 △98,605

仕入債務の増減額（△は減少） 292,986 90,934

預り金の増減額（△は減少） △1,319,044 △1,073,487

その他 143,537 △87,949

小計 △931,930 △681,281

利息及び配当金の受取額 33,323 43,524

利息の支払額 △64,495 △52,658

法人税等の支払額 △520,368 △201,300

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,483,470 △891,715

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 △386,089

無形固定資産の取得による支出 △126,514 △108,188

長期前払費用の取得による支出 △25,109 △109,993

投資有価証券の取得による支出 △108,790 △3,563

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 44,294

長期貸付けによる支出 △150,000 △50,000

長期貸付金の回収による収入 6,469 8,705

敷金及び保証金の差入による支出 △40,272 △34,430

敷金及び保証金の回収による収入 104,724 56,861

その他 △2,841 △2,119

投資活動によるキャッシュ・フロー △635,395 △584,523



（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △47,961

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △624,548 △683,737

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △176,104 △101,280

配当金の支払額 △728,630 △726,678

リース債務の返済による支出 △40,180 △34,748

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,628,463 △1,114,405

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,747,329 △2,590,842

現金及び現金同等物の期首残高 7,886,556 5,894,884

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,139,227 3,304,042



 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21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。  

  

 当第１四半期連結会計期間においてシンガポールに、NAGASE BROTHERS INTERNATIONAL PTE.LTD.を設立しまし

たが売上高がないため、記載を省略しております。 

   

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21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。  

   

 該当事項はありません。 

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

６．その他の情報
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