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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 15,760 △0.2 △1,162 ― △1,301 ― △1,748 ―

22年3月期第2四半期 15,798 △1.5 △277 ― △416 ― △401 ―

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2四半期 △182.36 ―

22年3月期第2四半期 △41.58 ―

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2四半期 31,588 6,525 20.5 676.78
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2四半期  6,486百万円 22年3月期  9,087百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 80.00 80.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 37,295 5.3 3,264 23.7 3,024 37.0 845 △44.5 88.17



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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３ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  564,651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2Q  9,588,032株 22年3月期2Q  9,657,563株



（参考）個別業績予想 

平成 23 年３月期の個別業績予想（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

（％表示は対前年増減率） 

 
営業収益 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 21,555 11.0 2,721 8.9 2,614 7.8 1,211 △37.6 126.36

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無  有 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国向けを中心とした輸出の増加などにより企業収益や設

備投資に改善の動きが見られたものの、急激な円高や株価低迷による景気の下振れ懸念も強く、本格的な回復には

至りませんでした。個人消費の面でも、雇用不安や所得水準の低下などから先行き不透明な状況が続いています。

当業界においては、厳しい経済状況下ではありますが、教育に対する国民の関心は高く、なかでも民間教育に

対する期待は大きなものがあります。その一方で、生徒、父母が必要とする教育サービスや、それを提供する教育

機関の選別はさらに進んでおり、当業界を取り巻く市場環境はますます厳しいものがあります。会社間のM&Aや業

務提携等の動きも顕著であり、再編が加速している状況です。 

こうしたなか、当社グループでは、主要部門である高校生部門（東進ハイスクール、東進衛星予備校等）、

小・中学生部門（四谷大塚、東進スクール等）、スイミングスクール部門（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を進めてまいりました。この成果として、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。また、既存部門に加え、児童英語や、海外事業など新規分野への展開にも取り組んでおります。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は15,760百万円（前年同期比0.2％減）とほぼ前年並となりました。当社

は、主力部門である高校生部門で、学力を伸ばすため、受講内容の習得を確認後に次回に進ませる「確実に学習さ

せる指導」を行っております。売上は、講座受講に対応して計上しているため、当初の見込より受講が遅れたこ

と、また、そのため追加講座の取得が10月以降となったことにより、売上計上は前年並に止まりましたが、生徒数

は9月末時点で、前年比105.5％と順調に増加しております。 

 費用面では、10月より営業を開始する「東進こども英語塾」の開業準備、国際事業本部の立上げを前倒しし、

291百万円を計上しました。また、9月に高校生全学年を対象に、急遽、実施した新企画「全国統一高校生テスト」

関連の実施費用と、積極的に展開したテレビCM などの広告宣伝費で392百万円を計上しました。この「全国統一高

校生テスト」は、小学生を対象とした全国規模の学力テストとして定着した「全国統一小学生テスト」の高校生版

ともいえるものです。これら先行分683百万円の増加などにより、費用全体では前年比で847百万円増加し16,922百

万円となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の営業損失は1,162百万円（前年実績277百万円の損失、以下同様）、経常

損失は1,301百万円（前年実績416百万円）、四半期純損失は1,748百万円（前年実績401百万円）となりました。 

 この四半期純損失には、当期の特殊要因である以下の特別損失を含んでおります。 

 当第２四半期連結累計期間における各セグメントごとの業績は次のとおりです。なお、セグメント利益（または

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。 

①高校生部門 

 当部門は、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。当第

２四半期連結累計期間のセグメント売上高は7,491百万円、セグメント利益は433百万円となりました。 

②小・中学生部門 

 当部門は、四谷大塚、東進スクール、東進育英舎で、主に小学生、中学生を対象とした教育事業を行っておりま

す。当第２四半期連結累計期間のセグメント売上高は4,084百万円、セグメント利益は107百万円となりました。 

③スイミングスクール部門 

 当部門は、イトマンスイミングスクールとして、主に水泳教室、フィットネスクラブの運営を行っております。

当第２四半期連結累計期間のセグメント売上高は2,984百万円、セグメント利益は170百万円となりました。 

④ビジネススクール部門 

 当部門は、東進ビジネススクールなどで、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。当第２

四半期連結累計期間のセグメント売上高は156百万円、セグメント損失は104百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（当期の特殊要因）   

 資産除去債務に関する会計基準適用に伴う一括計上 524百万円 

 グループ内での固定資産移動に伴う処分損の計上 476百万円 

 長期保有している銀行関連の有価証券評価損の計上 156百万円 

合計 1,158百万円 
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⑤その他部門 

 その他部門は、出版事業部門、ＰＣスクール部門のほか、新規事業であるこども英語塾部門、国際事業部門を含

んでおります。当第２四半期連結累計期間のセグメント売上高は1,043百万円、セグメント損失は91百万円となり

ました。 

 なお、当社グループでは営業収益の計上が生徒募集期に当たる第３、第４四半期に集中し、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があります。昨今は期の前半に積極的な施策を進めており、期の後半

に売上計上が増加する傾向が、さらに強まっております。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間末における財政状況は、前連結会計年度末に比べ総資産が3,324百万円減少し31,588

百万円に、純資産が2,568百万円減少して6,525百万円となっております。総資産の減少は、流動資産の減少3,495

百万円によるものですが、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要因となっております。また、固定資産では、資産除去債務の計上に伴う建物などの

追加計上380百万円があった一方、当社グループ内での不動産移動に伴う土地、建物の減少442百万円があり、合計

では170百万円増加しました。 

なお、純資産の減少は、配当金767百万円、および当第２四半期連結累計期間の四半期純損失1,748百万円等に

よるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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3,228百万円と

なり、前連結会計年度末から3,397百万円減少しました。 

当第２四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1,954百万円の支出となりました。当

社グループでは、例年第１四半期から第２四半期にかけて費用計上が先行する傾向にあります。このため、当累計

期間は、四半期営業損失1,162百万円を計上したこと、また、法人税等の支払額1,140百万円があったことが支出の

主たる要因となっています。 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは1,740百万円の支出となりました。こ

れは、有形固定資産の取得805百万円、投資有価証券取得57百万円などのほか、「超字幕Ⓡ」のソフトウェア著作

権、商標権の取得661百万円、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340百万円

などによるものです。 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは324百万円の収入となりました。これ

は配当金の支払766百万円、社債の償還70百万円など支出に対し、長期借入金435百万円、短期借入金808百万円の

純増によるものです。  

  

（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、既存部門で10月の入

金状況が前年比1,106百万円増と大きく改善するなど「全国統一高校生テスト」他、施策の効果が現れてきてお

り、今後の増収に向けた環境が整備されてきています。その一方で、厳しい経済環境の中、10月より開講した「東

進こども英語塾」や国際事業本部等の新規事業については収益面での貢献が遅れる見込みです。この状況を踏ま

え、平成23年３月期の連結通期業績予想につきましては、前回発表（平成22年５月12日付「2010年３月期 決算短

信」）の業績予想を修正し、売上高37,295百万円、営業利益3,264百万円、経常利益3,024百万円、当期純利益845

百万円としております。 

 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。 

（通期） 

 ※個別業績については、（参考）個別業績予想をご覧ください。 

  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 

前回発表予想（Ａ）  37,472  4,434  4,194  1,203  125  34

今回修正予想（Ｂ）  37,295  3,264  3,024  845  88  17

増減額（Ｂ－Ａ）  △177  △1,170  △1,170  △358  △37  17

増減率（％）  △0.5  △26.4  △27.9  △29.8  △29  7

前期実績  35,815  3,017  2,725  1,375  142  74
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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２四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２四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。  

  

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 

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、当第２四半期連結累計期間の営業損失が18,138千円、経常損失が18,220千円、税金等調整前

四半期純損失が542,979千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、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、当第２四半期連結累計期間は従来と同一の方法によった場合に比べ、営業総利益は

6,125千円増加し、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）に基づく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２四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

  

（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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 4,365,137 7,762,153

受取手形及び売掛金 1,264,374 2,115,411

商品及び製品 393,669 383,239

その他のたな卸資産 173,133 153,084

前払費用 1,113,944 1,068,886

繰延税金資産 1,066,521 443,409

その他 559,149 509,310

貸倒引当金 △40,567 △44,702

流動資産合計 8,895,363 12,390,793

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,211,836 4,882,477

工具、器具及び備品（純額） 863,069 808,753

土地 3,390,994 3,786,551

リース資産（純額） 36,559 54,654

建設仮勘定 372,479 371,180

その他（純額） 91,972 101,444

有形固定資産合計 9,966,911 10,005,062

無形固定資産   

のれん 1,705,828 2,206,885

その他 2,628,257 2,126,873

無形固定資産合計 4,334,085 4,333,759

投資その他の資産   

投資有価証券 1,605,730 1,763,824

長期貸付金 157,645 193,633

長期前払費用 746,860 629,188

敷金及び保証金 4,483,120 4,483,375

繰延税金資産 1,057,747 781,669

その他 431,099 424,557

貸倒引当金 △89,567 △92,404

投資その他の資産合計 8,392,636 8,183,844

固定資産合計 22,693,633 22,522,666

資産合計 31,588,997 34,913,460
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 277,468 431,805

短期借入金 6,486,257 5,298,647

未払金 2,719,571 2,180,089

未払法人税等 191,304 1,149,001

前受金 1,641,213 2,289,700

賞与引当金 456,938 465,723

役員賞与引当金 17,705 35,411

返品調整引当金 34,931 41,056

預り金 542,171 1,940,622

その他 829,921 975,643

流動負債合計 13,197,483 14,807,701

固定負債   

社債 1,670,000 1,740,000

長期借入金 6,951,859 6,895,635

退職給付引当金 1,333,231 1,327,569

役員退職慰労引当金 620,032 611,587

資産除去債務 900,086 －

その他 391,144 436,814

固定負債合計 11,866,354 11,011,606

負債合計 25,063,838 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 3,744,798 6,261,033

自己株式 △1,281,074 △1,244,732

株主資本合計 6,743,014 9,295,591

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △242,912 △208,421

為替換算調整勘定 △13,982 △65

評価・換算差額等合計 △256,895 △208,487

少数株主持分 39,040 7,046

純資産合計 6,525,159 9,094,151

負債純資産合計 31,588,997 34,913,460
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益 15,798,426 15,760,269

営業原価 11,694,672 12,187,887

営業総利益 4,103,753 3,572,382

販売費及び一般管理費 4,380,888 4,734,683

営業損失（△） △277,135 △1,162,300

営業外収益   

受取利息 16,807 13,277

受取配当金 38,527 37,300

受取賃貸料 27,755 27,353

その他 45,581 36,898

営業外収益合計 128,672 114,830

営業外費用   

支払利息 143,449 123,168

たな卸資産廃棄損 44,580 －

コンサルティング費用 － 60,000

その他 79,816 70,800

営業外費用合計 267,847 253,969

経常損失（△） △416,309 △1,301,439

特別利益   

貸倒引当金戻入額 13,295 6,433

固定資産売却益 97,007 335

返品調整引当金戻入額 2,143 －

移転補償金 123,925 70,000

その他 1,876 47

特別利益合計 238,248 76,816

特別損失   

固定資産処分損 16,244 476,753

投資有価証券評価損 － 156,933

減損損失 3,476 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 524,758

その他 29,763 17,498

特別損失合計 49,484 1,175,944

税金等調整前四半期純損失（△） △227,545 △2,400,567

法人税、住民税及び事業税 354,683 185,012

法人税等調整額 △162,690 △869,142

法人税等合計 191,993 △684,130

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,716,437

少数株主利益又は少数株主損失（△） △17,999 31,993

四半期純損失（△） △401,539 △1,748,430
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益 9,284,427 9,085,056

営業原価 6,029,326 6,328,367

営業総利益 3,255,100 2,756,689

販売費及び一般管理費 2,124,791 2,296,718

営業利益 1,130,309 459,970

営業外収益   

受取利息 8,131 6,009

受取配当金 2,252 1,262

受取賃貸料 13,880 3,514

その他 25,567 24,401

営業外収益合計 49,831 35,188

営業外費用   

支払利息 72,754 63,502

たな卸資産廃棄損 44,527 －

その他 27,419 29,631

営業外費用合計 144,700 93,134

経常利益 1,035,440 402,023

特別利益   

固定資産売却益 97,007 －

移転補償金 123,925 70,000

その他 3,755 －

特別利益合計 224,689 70,000

特別損失   

固定資産処分損 10,073 475,344

投資有価証券売却損 － 123

投資有価証券評価損 － 28,020

減損損失 1,407 －

その他 － 17,228

特別損失合計 11,481 520,717

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,248,648 △48,693

法人税、住民税及び事業税 176,229 3,458

法人税等調整額 475,266 91,982

法人税等合計 651,496 95,441

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △144,135

少数株主損失（△） △14,452 △4,378

四半期純利益又は四半期純損失（△） 611,604 △139,756
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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（△） △227,545 △2,400,567

減価償却費 925,626 1,055,153

減損損失 3,476 －

のれん償却額 502,962 501,057

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,549 5,662

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,510 8,445

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,912 △6,972

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,782 △8,784

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,110 △17,705

受取利息及び受取配当金 △55,335 △50,578

支払利息 143,449 123,168

固定資産売却損益（△は益） △97,007 449,367

固定資産除却損 16,244 27,386

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） － 156,933

移転補償金 △123,925 △70,000

売上債権の増減額（△は増加） 887,009 851,036

前受金の増減額（△は減少） △524,484 △678,486

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,790 △30,478

前払費用の増減額（△は増加） △47,245 △15,083

仕入債務の増減額（△は減少） △356,424 270,707

未払消費税等の増減額（△は減少） － △145,359

預り金の増減額（△は減少） △1,339,791 △1,398,451

その他 133,904 45,676

小計 △166,059 △803,114

利息及び配当金の受取額 52,605 48,659

利息の支払額 △139,503 △129,403

法人税等の還付額 108,477 －

法人税等の支払額 － △1,140,386

移転補償金の受取額 123,925 70,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,555 △1,954,244
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 △951,540 △805,133

有形固定資産の売却による収入 － 243,897

無形固定資産の取得による支出 △239,048 △783,210

長期前払費用の取得による支出 △338,427 △350,592

投資有価証券の取得による支出 △4,150 △57,624

投資有価証券の売却による収入 1,743 1,000

短期貸付金の増減額（△は増加） 94,494 △11,448

長期貸付けによる支出 △150,600 △250

長期貸付金の回収による収入 32,816 59,803

敷金及び保証金の差入による支出 △83,128 △174,683

敷金及び保証金の回収による収入 82,968 173,946

その他 △6,805 △35,889

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,561,678 △1,740,184

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） 1,217,745 808,870

長期借入れによる収入 700,000 2,270,000

長期借入金の返済による支出 △1,616,040 △1,835,036

社債の償還による支出 △70,000 △70,000

自己株式の取得による支出 △146,640 △36,342

配当金の支払額 △772,616 △766,875

リース債務の返済による支出 △67,186 △46,326

財務活動によるキャッシュ・フロー △754,738 324,289

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,123 △26,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,351,094 △3,397,025

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 3,543,790 3,228,834
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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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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△1,677,567千円には、セグメント間取引消去38,105千円、

のれん償却額△501,057千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,214,615千円が含まれ

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） 

 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 
 7,491,348  4,084,141 2,984,617 156,926 14,717,033 1,043,236  15,760,269  － 15,760,269

セグメント間の

内部売上高  

又は振替高 
 142,885  670 － 4,200 147,756 285,366  433,122  △433,122 －

計  7,634,233  4,084,811 2,984,617 161,126 14,864,789 1,328,603  16,193,392  △433,122 15,760,269

セグメント利益 

又は損失（△）  
 433,709  107,666 170,401 △104,724 607,052 △91,785  515,266 △1,677,567 △1,162,300

（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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