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

22年3月期第3四半期 25,457 0.1 1,268 25.1 1,046 50.5 252 53.2
21年3月期第3四半期 25,427 26.1 1,014 △15.8 695 △30.9 164 △60.9

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3四半期 26.19 ―

21年3月期第3四半期 16.77 ―

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3四半期 34,579 8,019 23.2 833.89
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3四半期  8,019百万円 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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 80.00 80.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

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  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

通期 36,463 3.0 3,022 14.5 2,634 19.3 1,710 12.3 177.06



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 

 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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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3四半期 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3四半期 531,351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3四半期 9,645,446株 21年3月期第3四半期 9,828,089株



当第３四半期連結累計期間（2009年4月～12月）におけるわが国経済は、輸出部門、生産部門で回復の兆しがあるもの

の、企業収益の悪化から設備投資は減少し、景気全般としては低迷しております。また、雇用環境、所得環境が厳しさを

増すなか、個人消費は振るわず、先行きの不透明な状況が続いております。 

当業界においては、厳しい経済情勢の中ではありますが、教育に対する国民の関心は高く、民間教育への期待も大き

くなっています。それと同時に、生徒、父母にとって必要な教育サービスや、それを提供する教育機関に対する選別が進

むなど、教育業界を取り巻く環境はこれまで以上に厳しさを増しております。 

こうしたなか、当社グループでは主要部門である東進ハイスクール、東進衛星予備校、四谷大塚、イトマンスイミン

グスクールを中心に、「社会に貢献する人財の育成」を一貫した教育理念として、提供するコンテンツの充実や受講環境

の整備など、「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。 

当第３四半期累計期間は、大学受験部門の業績が順調に推移し、連結売上高は25,457百万円（前年同期比0.1％増）と

なりました。 

また、費用面では第2四半期に東進ハイスクール部門で生徒用パソコン導入費用137百万円を一括処理し、受講環境の

IT化を進めたほか、担任指導の強化など、既存部門の体制整備を図りました。これに加え、新規事業である東進中学NET

の教材開発やこども英語塾本部、国際事業本部の設置など、将来に向けた積極的な施策を進めております。 

さらに、当社グループの営業基盤を強化するため、中長期的な視野に立って引き続きテレビCMなどのブランディング

広告を展開、インターネットの活用など広告手法の見直しと併せて、企業イメージの浸透を図りました。「全国統一小学

生テスト」は受験者数も10万人規模となり、小学生を対象とした唯一の全国規模の学力テストとして定着しつつありま

す。本テストは「次代を担うリーダー育成」に向けた基盤の構築とともに、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。このほか、IT化、BPO化による経費削減の実効も上がりつつあるなど、これまで進めてきた

施策の成果も現れてきております。 

  この結果、当第３四半期累計期間の連結営業利益は1,268百万円（前年同期比25.1％増）、連結経常利益は1,046百万円

（前年同期比50.5％増）、連結四半期純利益は252百万円（前年同期比53.2％増）となりました。 

  

  

 当第3四半期連結累計期間における財政状況は、総資産が34,579百万円となり、期首に比べ630百万円の減少となりまし

た。これは、主としてのれん代の償却754百万円及び借地権売却400百万円などによる無形固定資産の減少1,342百万円に

よるものです。現預金の増加626百万円は、売掛金が順調に回収され、前期末比で846百万円の減少となったことによるも

のです。 

 また、純資産は8,019百万円となり、期首に比べ651百万円減少しております。これは、当第３四半期純利益252百万円

を計上した一方、配当金774百万円、自己株式の取得167百万円があったことによるものです。 

  

（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6,521百万円となり、前

年同期間に比べ739百万円の増加となりました。 

当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュフローは、4,306百万円の収入となり、前年同期間比で

2,008百万円の増収となりました。当連結累計期間の主な異動は、前年同期間比で、税金等調整前当四半期純利益が581百

万円改善したほか、減価償却費158百万円、仕入債務の増加273百万円、前受金の増加213百万円、売上債権の減少92百万

円などを計上したことによるものです。また、このほか、法人税還付320百万円、四谷大塚お茶の水校に係る移転補償金

123百万円などの収入がありました。 

投資活動によるキャッシュフローは、1,945百万円の支出となり、前年同期間比で736百万円の支出額減少となりまし

た。これは、前年同期間に比べ、投資有価証券の取得額が411百万円の減少、子会社株式の取得額417百万円の減少となっ

たことによるものです。 

財務活動によるキャッシュフローは、1,730百万円の支出となり、前年同期間比で8百万円の支出額増加となりまし

た。当連結累計期間に長期借入金返済2,376百万円などにより、有利子負債の圧縮を進めることができました。 

  

  

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」や、中学生を対象とした「東進中学

NET」、また児童英語分野の「東進こども英語塾」などの新規事業のほか、海外への事業展開を進めるなど、将来に向け

た先行費用を積極的に投じております。その一方で、経費面では効率化の成果も結実しつつあり、通期の業績について

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



は、前回発表（平成21年11月11日付「平成22年3月期 第2四半期決算短信」）の業績予想から変更ございません。 

 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。 

  

  

 当四半期連結累計期間において、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３四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３四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



 該当事項はありません。 

  

 前第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）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21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３四半期連結会計期間（自平成20年10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３四半期連結会計期間（自平

成21年10月１日 至平成21年12月31日）において、本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合

が90％超であるため、所在地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21年４月１日 至平成21年12月31日）において、本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合

が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 前第３四半期連結会計期間（自平成20年10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。当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）において、海外

売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高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。当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日）において、海外

売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,657,424 7,030,945

受取手形及び売掛金 1,379,444 2,226,273

商品及び製品 508,668 339,221

その他のたな卸資産 147,239 132,702

前払費用 1,254,907 822,285

繰延税金資産 291,030 362,450

その他 516,439 1,101,569

貸倒引当金 △60,115 △69,998

流動資産合計 11,695,039 11,945,449

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,904,124 4,629,544

工具、器具及び備品（純額） 864,238 707,995

土地 3,882,420 3,702,343

リース資産（純額） 66,801 99,779

建設仮勘定 363,830 195,462

その他（純額） 95,953 96,324

有形固定資産合計 10,177,369 9,431,448

無形固定資産   

のれん 2,458,366 3,212,809

その他 2,158,387 2,746,444

無形固定資産合計 4,616,753 5,959,254

投資その他の資産   

投資有価証券 1,804,744 1,700,734

長期貸付金 230,587 281,632

長期前払費用 471,501 297,192

敷金及び保証金 4,519,256 4,464,904

繰延税金資産 750,343 825,466

その他 422,018 415,485

貸倒引当金 △108,375 △112,114

投資その他の資産合計 8,090,076 7,873,302

固定資産合計 22,884,199 23,264,006

資産合計 34,579,238 35,209,455



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 351,707 374,842

短期借入金 6,872,563 6,125,622

未払金 2,268,821 2,163,610

未払法人税等 530,495 222,787

前受金 2,699,436 2,377,372

賞与引当金 194,417 477,920

役員賞与引当金 26,558 34,816

返品調整引当金 42,113 47,791

預り金 2,036,284 1,908,348

その他 1,057,877 1,010,920

流動負債合計 16,080,275 14,744,034

固定負債   

社債 1,790,000 1,880,000

長期借入金 6,310,961 7,661,196

退職給付引当金 1,314,142 1,279,715

役員退職慰労引当金 603,309 578,470

その他 460,984 394,610

固定負債合計 10,479,397 11,793,992

負債合計 26,559,672 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 5,138,151 5,660,215

自己株式 △1,186,982 △1,019,602

株主資本合計 8,230,459 8,919,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △206,133 △266,474

為替換算調整勘定 △4,759 －

評価・換算差額等合計 △210,892 △266,474

少数株主持分 － 17,999

純資産合計 8,019,566 8,671,428

負債純資産合計 34,579,238 35,209,455



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 25,427,276 25,457,314

営業原価 18,010,718 17,819,951

営業総利益 7,416,558 7,637,363

販売費及び一般管理費 6,402,492 6,369,077

営業利益 1,014,066 1,268,285

営業外収益   

受取利息 24,343 22,771

受取配当金 34,929 52,994

受取賃貸料 41,467 41,516

債務勘定整理益 25,493 －

その他 46,668 62,993

営業外収益合計 172,903 180,275

営業外費用   

支払利息 246,067 210,846

たな卸資産廃棄損 64,478 44,597

その他 180,835 146,307

営業外費用合計 491,381 401,751

経常利益 695,588 1,046,809

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,745 12,447

固定資産売却益 － 97,007

返品調整引当金戻入額 1,832 5,677

移転補償金 45,000 123,925

その他 2,850 59

特別利益合計 58,429 239,118

特別損失   

固定資産処分損 56,220 72,322

投資有価証券評価損 105,032 －

商品評価損 18,132 26,919

減損損失 － 11,647

リース会計基準の適用に伴う影響額 13,930 －

和解金 － 40,370

その他 10,862 3,414

特別損失合計 204,177 154,674

税金等調整前四半期純利益 549,840 1,131,254

法人税、住民税及び事業税 393,654 739,792

過年度法人税等 32,121 －

法人税等調整額 11,553 156,889

法人税等合計 437,328 896,681

少数株主損失（△） △52,315 △17,999

四半期純利益 164,827 252,572



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 9,380,361 9,658,888

営業原価 6,263,706 6,125,278

営業総利益 3,116,654 3,533,609

販売費及び一般管理費 2,011,130 1,990,853

営業利益 1,105,524 1,542,756

営業外収益   

受取利息 7,786 5,963

受取配当金 1,434 14,466

受取賃貸料 13,860 13,760

その他 13,873 17,411

営業外収益合計 36,955 51,602

営業外費用   

支払利息 83,195 67,396

たな卸資産廃棄損 1,448 16

コンサルティング費用 － 31,000

その他 68,633 35,491

営業外費用合計 153,277 133,903

経常利益 989,203 1,460,455

特別利益   

投資有価証券売却益 104 －

返品調整引当金戻入額 － 3,533

特別利益合計 104 3,533

特別損失   

固定資産処分損 16,293 49,940

投資有価証券評価損 73,873 －

商品評価損 5,911 3,292

減損損失 － 8,171

和解金 － 40,370

その他 1,997 3,414

特別損失合計 98,076 105,189

税金等調整前四半期純利益 891,231 1,358,799

法人税、住民税及び事業税 189,004 385,109

法人税等調整額 267,644 319,579

法人税等合計 456,649 704,688

少数株主損失（△） △52,557 －

四半期純利益 487,139 654,111



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,131,254

減価償却費 1,299,388 1,457,765

減損損失 － 11,647

のれん償却額 751,586 754,443

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,748 34,427

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,163 24,838

貸倒引当金の増減額（△は減少） △88,670 △13,622

賞与引当金の増減額（△は減少） △295,319 △283,503

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,003 △8,257

受取利息及び受取配当金 △59,273 △76,646

支払利息 246,067 210,846

固定資産売却損益（△は益） － △97,007

有形固定資産除却損 20,611 50,114

投資有価証券評価損益（△は益） 105,032 －

移転補償金 － △123,925

売上債権の増減額（△は増加） 754,477 846,828

前受金の増減額（△は減少） 260,691 473,708

たな卸資産の増減額（△は増加） △225,187 △183,983

前払費用の増減額（△は増加） △371,673 △394,987

仕入債務の増減額（△は減少） △38,086 235,764

預り金の増減額（△は減少） 37,188 127,935

その他 266,439 218,062

小計 3,250,021 4,395,700

利息及び配当金の受取額 55,801 75,022

利息の支払額 △224,853 △187,405

法人税等の還付額 － 320,908

法人税等の支払額 △782,626 △421,411

移転補償金の受取額 － 123,925

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,298,343 4,306,740



（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △1,175,428

無形固定資産の取得による支出 △394,051 △319,997

長期前払費用の取得による支出 △76,318 △418,893

投資有価証券の取得による支出 △415,622 △4,450

投資有価証券の売却による収入 10,894 1,743

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 95,094

長期貸付けによる支出 △200,000 △153,800

長期貸付金の回収による収入 70,716 114,674

敷金及び保証金の差入による支出 △149,570 △158,530

敷金及び保証金の回収による収入 146,281 102,049

その他 △4,802 △27,789

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,682,186 △1,945,327

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） 928,170 623,680

長期借入れによる収入 1,100,000 1,150,000

長期借入金の返済による支出 △2,028,673 △2,376,975

社債の償還による支出 △90,000 △90,000

自己株式の取得による支出 △712,639 △167,380

配当金の支払額 △798,698 △773,315

リース債務の返済による支出 △119,442 △96,111

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,721,284 △1,730,101

現金及び現金同等物に係る換算差額 △200 △5,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,105,327 626,296

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 5,781,229 6,521,181



 該当事項はありません。  

  

６．その他の情報
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