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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  6,675  2.4  △1,626  －  △1,707  －  △1,608  －

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

  
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 

23年３月期第１四半期  △167  73  －      

22年３月期第１四半期  △104  67  －      

  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 

23年３月期第１四半期  32,315  6,651  20.4  689  26

22年３月期  34,913  9,094  26.0  946  81

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 6,607百万円 22年３月期 9,087百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  0 00 － － 80 00  80  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  0 00 － － 80 00  80  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無  

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  16,174  2.4  △236  －  △294  －  △1,215  －  △126  59

通期  37,472  4.6  4,434  47.0  4,194  53.9  1,203  △12.5  125  34

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無  



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２.その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規   －社 （－）                   除外    －社  （－） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
※ 四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算
短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 
  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  上記の業績予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、不確定の要素を含んでおりま

す。実際の業績は、業況の変化により上記の予想数値と異なる場合があります。 

 なお、上記の予想に関する事項については、添付資料の２ページを参照してください。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 10,148,409株 22年３月期 10,148,409株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 561,651株 22年３月期 550,851株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 9,590,727株 22年３月期１Ｑ 9,678,960株
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（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、中国を中心としたアジア地域の需要増により一部では回復

の兆しが見えたものの、依然として国内の雇用情勢、消費動向は改善せず、先行きの不透明な状況にあります。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が進み、

業界全般としての市場環境は厳しさを増しております。 

こうしたなか、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。この成果

として、東進ハイスクール・衛星予備校の高校生部門などで、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。 

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

クールの主力部門を中心に概ね期初予定に沿って推移いたしました。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比162百万円増加し、6,675百万円（前年同期比2.4%増）となり

ました。 

 また、費用面では、夏期の生徒募集に向けた積極的な広告活動を展開し、併せてテレビCM等のブランディング広

告を引き続き実施したほか、今年10月に開始する「東進こども英語塾」事業や海外事業の経費122百万円の計上な

どの費用が先行し、前年同期比では375百万円の増加となりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の営業損失は1,626百万円（前年同期比213百万円の損失増）、経常損失は

1,707百万円（前年同期比251百万円の損失増）となりました。また、資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う

特別損失524百万円、および投資有価証券評価損128百万円の計上により、当四半期純損失は1,608百万円（前年同

期比595百万円の損失増）となっております。 

 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。 

  

（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2,597百万円減少し、32,315百万円に、純

資産が2,442百万円減少して、6,651百万円となっております。総資産の減少は、流動資産の減少によるものです

が、これは募集期にあたる期末に増加した資金、順調に回収された売掛金を、法人税等の支払などに充当したこと

が主な要因となっております。これに対し、固定資産では、資産除去債務の計上に伴う建物等の追加計上により、

386百万円増加しております。また純資産の減少は、配当金767百万円、および当第１四半期純損失1,608百万円等

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3,856百万円となり、前連結

会計年度同期間に比べ、552百万円増加いたしました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは2,294百万円の支出となりました。これは、例年第１四半期から第２四半

期にかけては費用計上が収入計上に先行する傾向にあり、当四半期業績が税金等調整前当期純損失2,351百万円と

なったことが主な要因となっています。 

投資活動によるキャッシュ・フローは457百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得183百万

円、投資有価証券取得56百万円などのほか、セサミストリートイングリッシュの教材作成にかかる長期前払費用の

支出147百万円などによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の収入となりました。これは配当金の支払727百万円、長期借

入金の返済840百万円などの支出に対し、短期借入金として1,645百万円を調達したことによるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

教育業界は、引き続き厳しい経営環境に置かれておりますが、当社グループにおいては、夏期の生徒募集が好

調に推移していること、また、新規事業を含む積極的な先行投資の成果が第３四半期以降に期待できることから、

当第２四半期累計期間、および通期においては、期初計画通りの数値を見込んでおり、前回発表（平成22年5月12

日付「2010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。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．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。  

  

 ２．四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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理の原則・手続の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。 

 これにより、営業損失が8,830千円、経常損失が8,871千円、税金等調整前四半期純損失が533,630千円それ

ぞれ増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は915,966千円でありま

す。 

② 返品に伴う損失見込み額の計上区分 

従来、期末日以後の返品に伴う損失見込み額については、返品調整引当金繰入額（純額）を営業原価に、

返品調整引当金戻入額（純額）を特別利益に計上していましたが、当第１四半期連結会計期間より、返品調

整引当金繰入額及び同戻入額のいずれも営業原価に含めて計上する方法に変更いたしました。 

この変更は、出版物の販売施策の見直しにより返品が減少する傾向にあり、返品調整引当金戻入の発生す

る頻度が高まってきたことから、当連結会計期間において、営業原価に対応する返品調整引当金戻入額の計

上区分を見直し、より適切な営業総損益の表示を図ることを目的に行ったものであります。 

この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、営業総利益は5,087千円増加し、営業損失、経

常損失は同額減少しております。なお、税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

２．表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等

の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間

では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,992,552 7,762,153

受取手形及び売掛金 1,221,788 2,115,411

商品及び製品 533,032 383,239

その他のたな卸資産 138,542 153,084

前払費用 1,126,124 1,068,886

繰延税金資産 1,176,488 443,409

その他 595,097 509,310

貸倒引当金 △36,068 △44,702

流動資産合計 9,747,558 12,390,793

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,181,548 4,882,477

工具、器具及び備品（純額） 807,680 808,753

土地 3,786,551 3,786,551

リース資産（純額） 44,733 54,654

建設仮勘定 386,272 371,180

その他（純額） 96,537 101,444

有形固定資産合計 10,303,324 10,005,062

無形固定資産   

のれん 1,956,356 2,206,885

その他 2,017,803 2,126,873

無形固定資産合計 3,974,160 4,333,759

投資その他の資産   

投資有価証券 1,596,094 1,763,824

長期貸付金 144,451 193,633

長期前払費用 669,542 629,188

敷金及び保証金 4,488,533 4,483,375

繰延税金資産 1,056,361 781,669

その他 426,558 424,557

貸倒引当金 △90,601 △92,404

投資その他の資産合計 8,290,941 8,183,844

固定資産合計 22,568,425 22,522,666

資産合計 32,315,983 34,913,460
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 392,327 431,805

短期借入金 6,920,832 5,298,647

未払金 2,193,926 2,180,089

未払法人税等 179,058 1,149,001

前受金 2,559,775 2,289,700

賞与引当金 742,731 465,723

役員賞与引当金 8,852 35,411

返品調整引当金 35,969 41,056

預り金 720,290 1,940,622

その他 852,943 975,643

流動負債合計 14,606,707 14,807,701

固定負債   

社債 1,720,000 1,740,000

長期借入金 6,079,307 6,895,635

退職給付引当金 1,332,984 1,327,569

役員退職慰労引当金 612,122 611,587

資産除去債務 899,240 －

その他 414,464 436,814

固定負債合計 11,058,118 11,011,606

負債合計 25,664,826 25,819,308

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 3,884,555 6,261,033

自己株式 △1,273,234 △1,244,732

株主資本合計 6,890,611 9,295,591

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △265,295 △208,421

為替換算調整勘定 △17,577 △65

評価・換算差額等合計 △282,873 △208,487

少数株主持分 43,418 7,046

純資産合計 6,651,156 9,094,151

負債純資産合計 32,315,983 34,913,460
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（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収益 6,513,998 6,675,213

営業原価 5,668,117 5,859,520

営業総利益 845,881 815,693

販売費及び一般管理費 2,258,052 2,441,729

営業損失（△） △1,412,170 △1,626,035

営業外収益   

受取利息 8,676 7,268

受取配当金 36,275 36,037

受取賃貸料 13,875 23,839

その他 20,013 12,497

営業外収益合計 78,841 79,642

営業外費用   

支払利息 70,695 59,665

コンサルティング費用 － 60,000

その他 52,450 41,169

営業外費用合計 123,146 160,834

経常損失（△） △1,456,475 △1,707,227

特別利益   

投資有価証券売却益 － 47

貸倒引当金戻入額 17,066 10,198

返品調整引当金戻入額 4,915 －

固定資産売却益 － 335

その他 59 －

特別利益合計 22,041 10,581

特別損失   

固定資産処分損 4,148 1,409

投資有価証券売却損 － 146

投資有価証券評価損 － 128,912

商品評価損 27,382 －

減損損失 2,069 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 524,758

その他 8,159 －

特別損失合計 41,759 655,227

税金等調整前四半期純損失（△） △1,476,193 △2,351,873

法人税、住民税及び事業税 178,453 181,553

法人税等調整額 △637,956 △961,125

法人税等合計 △459,502 △779,572

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,572,301

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,547 36,371

四半期純損失（△） △1,013,143 △1,608,673
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（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △1,476,193 △2,351,873

減価償却費 435,324 500,926

のれん償却額 251,481 250,528

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,592 5,414

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,253 534

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,437 △10,437

賞与引当金の増減額（△は減少） 211,043 277,008

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,963 △26,558

受取利息及び受取配当金 △44,951 △43,305

支払利息 70,695 59,665

固定資産除却損 1,423 1,409

減損損失 2,069 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 524,758

投資有価証券評価損益（△は益） － 128,912

売上債権の増減額（△は増加） 548,330 893,623

前受金の増減額（△は減少） 680,966 255,075

たな卸資産の増減額（△は増加） △165,810 △135,250

前払費用の増減額（△は増加） △98,605 △52,489

仕入債務の増減額（△は減少） 90,934 △60,740

未払消費税等の増減額（△は減少） － △93,239

預り金の増減額（△は減少） △1,073,487 △1,220,332

その他の流動資産の増減額（△は増加） － △30,997

その他 △87,949 △27,456

小計 △681,281 △1,154,825

利息及び配当金の受取額 43,524 42,107

利息の支払額 △52,658 △46,220

法人税等の支払額 △201,300 △1,135,086

営業活動によるキャッシュ・フロー △891,715 △2,294,025

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 △386,089 △183,308

無形固定資産の取得による支出 △108,188 △62,337

長期前払費用の取得による支出 △109,993 △147,677

投資有価証券の取得による支出 △3,563 △56,962

短期貸付金の増減額（△は増加） 44,294 △11,448

長期貸付けによる支出 △50,000 △250

長期貸付金の回収による収入 8,705 29,581

敷金及び保証金の差入による支出 △34,430 △120,989

敷金及び保証金の回収による収入 56,861 109,018

その他 △2,119 △13,452

投資活動によるキャッシュ・フロー △584,523 △457,826
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） △47,961 1,645,935

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 △683,737 △840,078

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 △101,280 △28,502

配当金の支払額 △726,678 △727,845

リース債務の返済による支出 △34,748 △23,924

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,114,405 5,583

現金及び現金同等物に係る換算差額 △198 △23,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,590,842 △2,769,610

現金及び現金同等物の期首残高 5,894,884 6,625,859

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,304,042 3,856,249
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 該当事項はありません。  

  

  

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業種を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

 当社グループでは、幼児から成人までの一貫した教育体制の構築に向け、主として教育対象別に包括的な方針

を決定し、これに基づき事業本部等を設置し、国内、国外の事業展開の推進を図っております。 

 したがって、対象生徒層や、提供する教育内容に基づき、「高校生部門」「小・中学生部門」「スイミングス

クール部門」「ビジネススクール部門」の４つを報告セグメントとしております。 

 「高校生部門」においては、東進ハイスクール、東進衛星予備校等で、主に高校生を対象とした教育事業を行

っております。 

 「小・中学生部門」においては、四谷大塚を中心として、小学生、中学生を対象とした教育事業を行っており

ます。 

 「スイミングスクール部門」においては、イトマンスイミングスクールとして水泳教室を運営しております。

 「ビジネススクール部門」においては、主に大学生・社会人を対象とした教育事業を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、出版事業等を含んでおり

ます。 

   ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△916,188千円には、セグメント間取引消去18,902千円、の

れん償却額△250,528千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△684,562千円が含まれてお

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年3月21日）を適用しております。 

 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

 （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）３ 

高校生  

部門 

小・中学生

部門 

スイミング

スクール

部門 

ビジネス

スクール

部門 
計

売上高                   

外部顧客への 

売上高 
 3,029,818  1,590,300 1,451,854 112,649 6,184,622 490,591  6,675,213  － 6,675,213

セグメント間の

内部売上高  

又は振替高 
 54,268  500 － 2,100 56,868 128,316  185,185  △185,185 －

計  3,084,086  1,590,800 1,451,854 114,749 6,241,491 618,907  6,860,398  △185,185 6,675,213

セグメント利益 

又は損失（△）  
 △314,116  △349,967 7,768 △33,649 △689,964 △19,882  △709,847  △916,188 △1,626,035

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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