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

23年3月期第3四半期 25,935 1.9 134 △89.4 △51 ― △961 ―

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

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3四半期 △100.25 ―

22年3月期第3四半期 26.19 ―

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3四半期 34,091 7,351 21.5 766.14
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3四半期  7,340百万円 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  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 37,295 4.1 3,264 8.2 3,024 11.0 845 △38.5 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「その他」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3Q 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3Q  567,219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3Q  9,586,042株 22年3月期3Q  9,645,446株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加などにより一部業種で企業収益や設備投資に改善

の動きが見られたものの、円高の長期化や、慢性的なデフレ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、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、厳しい経済状況の下、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、市場環境は厳しさを増しております。会社間のＭ＆Ａや業務提携等の動きも激しく、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、共有する教育理念である「社会に貢献する人財の育成」の実現に向け、提供

するコンテンツの改善や受講環境の整備など、内部充実を図り、併せてグループ内各事業とのシナジーを追及してお

ります。このため、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）を中心として、「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。これに加えて、当期は新規分野である児童英語や海外への

事業展開にも取り組んでおります。 

当第３四半期累計期間の連結売上高は、前年同期比で477百万円増加し、25,935百万円（前年同期比1.9%増）とな

りました。これは主に高校生部門の増収によるものであります。当該部門の生徒数も、12月末時点で前年同期比

117.0％と順調に増加し、期中の施策が結実してまいりました。 

 費用面では、新規事業、新規企画の立上げを積極的に進めたため、先行的な費用が増加し、前年同期比1,611百万

円増となる25,800百万円となりました。増加要因としては、東進こども英語塾部門と国際事業部門が新規事業として

加わったこと、また、新たに全国規模の模試を開発、高校生全学年を対象として９月に「全国統一高校生テスト」を

開催、この関連で運営費、テレビＣＭを含む広告宣伝費等が増加したことがあげられます。このほか、既存部門で

は、高校生部門の教務指導体制をさらに充実させるため、ハイスクール校舎の人員を増強いたしました。また、模試

を介した潜在顧客数の拡大に伴い、マーケティング活動を積極的に行っております。これらは、第４四半期以降の増

収に向けた積極施策であります。 

 この結果、当第３四半期累計期間の連結営業利益は134百万円（前年同期比89.4％減）となりました。また、連結

経常損失は51百万円（前年実績 1,046百万円の利益）、連結四半期純損失は961百万円（前年実績252百万円の利益）

となりました。 

 なお、この連結四半期純損失には、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。 

（当期の特殊要因） 

  

当第３四半期連結会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

３四半期連結累計期間のセグメント売上高は13,770百万円、セグメント利益は2,881百万円となりました。 

②小・中学生部門 

当部門は、四谷大塚、東進スクール、東進育英舎等で、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３四半期連結累計期間のセグメント売上高は6,088百万円、セグメント損失は232百万円となりまし

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３四半期連結累計期間のセグメント売上高は4,512百万円、セグメント利益は317百万円となりました。 

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等で、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３

四半期連結累計期間のセグメント売上高は255百万円、セグメント損失は177百万円となりました。 

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３四半期連結累計期間のセグメント売上高は1,999百万円、セグメント損失は240百万円とな

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４四半期に集中し、第１四半期から第２

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

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  449百万円 

合計  974百万円 
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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３四半期連結会計期間末における財政状況は、期首に比べ総資産が821百万円減少し34,091百万円に、純資産

が1,742百万円減少して7,351百万円となっております。流動資産は979百万円減少していますが、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。 

固定資産は157百万円増加していますが、これは資産除去債務の計上に伴う建物などの追加計上379百万円、「超

字幕」シリーズに関する商標権603百万円の計上、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

などによるものであります。 

なお、純資産の減少は、配当金767百万円、および当第３四半期純損失961百万円などによるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）のキャッシュ・フローの状況は次の

とおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは1,616百万円の収入となりました。これは、新年度募集の開始に伴う前受金

の増加534百万円、売上債権の減少755百万円などの要因によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは2,379百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得1,132百万

円、投資有価証券取得77百万円などのほか、「超字幕」シリーズに係るソフトウェア著作権および商標権の取得661

百万円、セサミストリートイングリッシュの教材作成を含む長期前払費用426百万円などの要因によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、251百万円の収入となりました。これは配当金の支払767百万円、社債の償

還90百万円などの支出に対し、長期借入金1,069百万円、短期借入金149百万円の純増によるものです。 

当第３四半期末における現金及び現金同等物は、上記に記載のキャッシュ・フローにより6,078百万円となり、前

連結会計年度末から547百万円減少いたしました。 

  

（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、各部門において期中の

先行施策の効果が表れてきております。 

高校生部門では、「全国統一高校生テスト」などの好影響もあり、１月末の生徒数（新年度生）も前月比15.9%増

と増勢が続いております。また、ビジネススクール部門では、当期より本格始動する「ビジネス英語講座」に対し、

すでに高校生部門の大学進学予定者からの予約も順調に集まっております。このほか、「東進こども英語塾」につい

ては、東進衛星予備校や四谷大塚ＮＥＴなどの加盟校へも教室展開を拡大し、早期の収益化を図ってまいります。 

また、費用面では第３四半期に広告・募集活動などが集中したため、第４四半期には前年比で400百万円程度の経

費圧縮を予定しており、改善が進む見込みです。 

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11月11日付「平成

23年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」）の業績予想から修正はございません。 

 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。 
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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おります。 

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。  

  

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３四半期連結累計期間の営業利益が29,334千円減少し、経常損失が29,457千円、税金等

調整前四半期純損失が554,215千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３四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、営業

利益は4,631千円増加し、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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,215,170 7,762,153

受取手形及び売掛金 1,359,462 2,115,411

商品及び製品 519,718 383,239

その他のたな卸資産 185,584 153,084

前払費用 1,019,316 1,068,886

繰延税金資産 459,040 443,409

その他 685,360 509,310

貸倒引当金 △32,203 △44,702

流動資産合計 11,411,451 12,390,793

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,129,067 4,882,477

工具、器具及び備品（純額） 770,569 808,753

土地 3,390,994 3,786,551

リース資産（純額） 63,732 54,654

建設仮勘定 483,180 371,180

その他（純額） 146,707 101,444

有形固定資産合計 9,984,252 10,005,062

無形固定資産   

のれん 1,477,383 2,206,885

その他 2,630,605 2,126,873

無形固定資産合計 4,107,988 4,333,759

投資その他の資産   

投資有価証券 1,910,353 1,763,824

長期貸付金 173,712 193,633

長期前払費用 692,882 629,188

敷金及び保証金 4,441,402 4,483,375

繰延税金資産 1,022,858 781,669

その他 435,638 424,557

貸倒引当金 △88,699 △92,404

投資その他の資産合計 8,588,149 8,183,844

固定資産合計 22,680,390 22,522,666

資産合計 34,091,842 34,913,460
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 371,464 431,805

短期借入金 5,797,712 5,298,647

未払金 2,094,536 2,180,089

未払法人税等 72,470 1,149,001

前受金 2,868,968 2,289,700

賞与引当金 174,309 465,723

役員賞与引当金 26,558 35,411

返品調整引当金 36,425 41,056

預り金 1,808,758 1,940,622

その他 921,762 975,643

流動負債合計 14,172,966 14,807,701

固定負債   

社債 1,650,000 1,740,000

長期借入金 7,615,278 6,895,635

退職給付引当金 1,361,107 1,327,569

役員退職慰労引当金 627,679 611,587

資産除去債務 906,418 －

その他 406,430 436,814

固定負債合計 12,566,914 11,011,606

負債合計 26,739,881 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 4,532,192 6,261,033

自己株式 △1,287,682 △1,244,732

株主資本合計 7,523,800 9,295,591

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △165,656 △208,421

為替換算調整勘定 △17,571 △65

評価・換算差額等合計 △183,228 △208,487

少数株主持分 11,388 7,046

純資産合計 7,351,960 9,094,151

負債純資産合計 34,091,842 34,913,460
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（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業収益 25,457,314 25,935,178

営業原価 17,819,951 18,608,705

営業総利益 7,637,363 7,326,473

販売費及び一般管理費 6,369,077 7,192,213

営業利益 1,268,285 134,260

営業外収益   

受取利息 22,771 18,318

受取配当金 52,994 52,338

受取賃貸料 41,516 41,030

その他 62,993 49,675

営業外収益合計 180,275 161,362

営業外費用   

支払利息 210,846 192,324

たな卸資産廃棄損 44,597 －

その他 146,307 154,948

営業外費用合計 401,751 347,272

経常利益又は経常損失（△） 1,046,809 △51,649

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,447 15,313

固定資産売却益 97,007 335

返品調整引当金戻入額 5,677 －

移転補償金 123,925 70,000

その他 59 3,910

特別利益合計 239,118 89,559

特別損失   

固定資産処分損 72,322 481,427

投資有価証券評価損 － 6,606

商品評価損 26,919 －

減損損失 11,647 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 524,758

和解金 40,370 －

その他 3,414 19,398

特別損失合計 154,674 1,032,190

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（△）

1,131,254 △994,280

法人税、住民税及び事業税 739,792 239,910

法人税等調整額 156,889 △277,495

法人税等合計 896,681 △37,585

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △956,695

少数株主利益又は少数株主損失（△） △17,999 4,341

四半期純利益又は四半期純損失（△） 252,572 △961,036
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（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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業収益 9,658,888 10,174,908

営業原価 6,125,278 6,420,818

営業総利益 3,533,609 3,754,090

販売費及び一般管理費 1,990,853 2,457,529

営業利益 1,542,756 1,296,560

営業外収益   

受取利息 5,963 5,040

受取配当金 14,466 15,038

受取賃貸料 13,760 13,676

その他 17,411 12,776

営業外収益合計 51,602 46,532

営業外費用   

支払利息 67,396 69,155

支払保証料 － 2,304

たな卸資産廃棄損 16 －

コンサルティング費用 31,000 －

その他 35,491 21,842

営業外費用合計 133,903 93,302

経常利益 1,460,455 1,249,790

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 150,398

貸倒引当金戻入額 － 8,880

返品調整引当金戻入額 3,533 －

その他 － 3,862

特別利益合計 3,533 163,141

特別損失   

固定資産処分損 49,940 4,673

投資有価証券評価損 － 71

商品評価損 3,292 －

減損損失 8,171 －

和解金 40,370 －

その他 3,414 1,900

特別損失合計 105,189 6,644

税金等調整前四半期純利益 1,358,799 1,406,286

法人税、住民税及び事業税 385,109 54,897

法人税等調整額 319,579 591,647

法人税等合計 704,688 646,544

少数株主損益調整前四半期純利益 － 759,741

少数株主損失（△） － △27,651

四半期純利益 654,111 787,393
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,131,254 △994,280

減価償却費 1,457,765 1,677,675

減損損失 11,647 －

のれん償却額 754,443 729,501

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,427 33,537

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24,838 16,092

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,622 △16,205

賞与引当金の増減額（△は減少） △283,503 △291,414

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,257 △8,852

受取利息及び受取配当金 △76,646 △70,656

支払利息 210,846 192,324

固定資産売却損益（△は益） △97,007 449,367

有形固定資産除却損 50,114 29,902

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） － 6,606

移転補償金 △123,925 △70,000

売上債権の増減額（△は増加） 846,828 755,949

前受金の増減額（△は減少） 473,708 534,268

たな卸資産の増減額（△は増加） △183,983 △168,978

前払費用の増減額（△は増加） △394,987 99,431

仕入債務の増減額（△は減少） 235,764 △180,653

未払消費税等の増減額（△は減少） － △133,199

預り金の増減額（△は減少） 127,935 △131,864

その他の流動負債の増減額（△は減少） － 94,325

その他 218,062 14,688

小計 4,395,700 3,092,322

利息及び配当金の受取額 75,022 67,609

利息の支払額 △187,405 △185,916

法人税等の還付額 320,908 －

法人税等の支払額 △421,411 △1,427,929

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 4,306,740 1,616,085
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 △1,175,428 △1,132,485

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 △319,997 △1,001,140

長期前払費用の取得による支出 △418,893 △426,819

投資有価証券の取得による支出 △4,450 △77,925

投資有価証券の売却による収入 1,743 1,000

関係会社株式の取得による支出 － △4,000

短期貸付金の増減額（△は増加） 95,094 △11,222

長期貸付けによる支出 △153,800 △51,050

長期貸付金の回収による収入 114,674 85,411

敷金及び保証金の差入による支出 △158,530 △226,949

敷金及び保証金の回収による収入 102,049 265,886

その他 △27,789 △44,408

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,945,327 △2,379,805

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） 623,680 149,380

長期借入れによる収入 1,150,000 3,900,000

長期借入金の返済による支出 △2,376,975 △2,830,671

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 △167,380 △42,949

配当金の支払額 △773,315 △767,431

リース債務の返済による支出 △96,111 △66,758

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,730,101 251,568

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,014 △34,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 626,296 △547,061

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 6,521,181 6,078,798
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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△2,414,666千円には、セグメント間取引消去44,418千円、

のれん償却額△729,501千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,729,583千円が含まれ

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利益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 
13,509,265  6,083,050 4,512,173 249,644 24,354,134 1,581,043  25,935,178  － 25,935,178

セグメント間の

内部売上高  

又は振替高 
 261,642  5,040 － 6,300 272,983 418,455  691,438  △691,438 －

計 13,770,908  6,088,091 4,512,173 255,944 24,627,117 1,999,499  26,626,617  △691,438 25,935,178

セグメント利益 

又は損失（△）  
 2,881,529  △232,285 317,654 △177,258 2,789,640 △240,713  2,548,926 △2,414,666 134,260

（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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