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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日）

　(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 ％

21年3月期第1四半期 103,164 ─ 12,828 ─ 12,984 ─ 7,377 ─

20年3月期第1四半期 90,496 5.4 11,482 7.8 11,899 9.7 6,912 19.3

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

21年3月期第1四半期 72 83 72 67

20年3月期第1四半期 67 30 67 15

　(2) 連結財政状態

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

21年3月期第1四半期 335,624 177,663 51.3 1,718 26

20年3月期 366,584 202,342 54.2 1,949 30
(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 172,110百万円 　20年3月期 198,523百万円

2. 配当の状況

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

20年3月期 ─ 45 00 ─ 45 00 90 00

21年3月期 ─ ── ── ── ──

21年3月期(予想) ── 45 00 ─ 45 00 90 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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)

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 203,200 ─ 25,100 ─ 25,400 ─ 14,300 ─ 140 41

通期 408,200 6.2 37,200 6.6 37,800 5.2 20,200 30.6 198 34
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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) ： 無

(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、６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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 有

　 (注) 詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。
(4) 発行済株式数（普通株式）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年3月期第1四半期 106,353,453株 20年3月期 106,353,453株

　② 期末自己株式数

21年3月期第1四半期 6,187,677株 20年3月期 4,510,117株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年3月期第1四半期 101,301,190株 20年3月期第1四半期 102,709,880株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　1.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条件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５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下さい。

　2.当連結会計年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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【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
(1)業績全般に関する分析

当第1四半期のベネッセコーポレーショングループの業績は、基幹事業である教育事業を中心に業績を伸
ばし、対前年同期比増収増益となりました。
　売上高については、主力の通信教育講座における延べ在籍数の増加や会員一人当たり単価の上昇、㈱東
京個別指導学院の子会社化による売上への寄与、及び米国子会社Berlitz International, Inc.におけるレ
ッスン数の増加やELS(イーエルエス)事業の好調等により、1,031億６千４百万円、対前年同期比14.0%の増
収となりました。
  利益については、教育事業での増収に伴う増益等により、連結営業利益は128億２千８百万円、対前年同
期比11.7%の増益、連結経常利益は129億８千４百万円と、対前年同期比9.1%の増益、連結四半期純利益は
73億７千７百万円と、対前年同期比6.7%の増益となりました。

(2)事業の種類別セグメントの業績の状況
[教育事業グループ]
教育事業グループの連結売上高は、611億９千６百万円と、対前年同期比18.3%の増収となりました。

　売上高は、主力の通信教育講座「進研ゼミ」の延べ在籍数が前年同期に比べて増加したことや、価格改
定等により会員一人当たりの単価が上昇したことに加え、当四半期は、平成19年6月に子会社化した㈱東京
個別指導学院の売上が計上されていること等により、増収となりました。
　営業利益は、通信教育講座での増収等により、116億５千６百万円と、対前年同期比21.2%の増益となり
ました。

[Lifetime Value(ライフタイムバリュー)カンパニー]
Lifetime Value(ライフタイムバリュー)カンパニーの連結売上高は、67億６千４百万円と、対前年同期

比9.9%の増収となりました。
　売上高の増加は、主に、通信販売「たまひよSHOP(ショップ)」「ピースマイル」「たまひよの内祝」等が、
受注件数を伸ばし、好調に推移したことによります。
　営業利益は、通信販売事業での増収等により、６億９千５百万円と、対前年同期比10.3%の増益となりま
した。

[Senior(シニア)カンパニー]
Senior(シニア)カンパニーの連結売上高は、98億４千万円と、対前年同期比10.1%の増収となりました。

　売上高の増加は、主に、㈱ベネッセスタイルケアが介護付き高齢者向けホーム数を拡大し、前年同期に
比べて入居者数を増やしたことによります。
　営業利益は、人事制度改定に伴う労務費等の増加により、５億９千１百万円と、対前年同期比19.6%の減
益となりました。

[語学カンパニー]
語学カンパニーの連結売上高は、169億８千５百万円と、対前年同期比7.6%の増収となりました。

　売上高の増加は、主に、Berlitz International, Inc.において、欧州、アジアを中心にレッスン数が増
加したことや、留学生向け英語教育事業を行うELS(イーエルエス)事業が売上を伸ばしたことによります。
　営業利益は、当四半期からの会計基準の変更に伴いBerlitz International, Inc.の「のれん」の償却費
が発生したこと等により、10億６千７百万円と、対前年同期比42.2%の減益となりました。

[アビバ事業]
アビバ事業の連結売上高は、23億２千９百万円と、対前年同期比9.2％の減収となりました。

　売上高の減少は、主に、パソコン教室の運営事業において、引き続き教室数を削減したことによります。
　営業利益は、「のれん」の償却費減少、及び労務費や教室管理維持費等の原価削減により、１億８千８百
万円(前年同期は８千１百万円の営業損失)となりました。

[その他事業]
その他事業の連結売上高は、110億９千３百万円と、対前年同期比10.5%の増収となりました。

　売上高の増加は、主に、㈱テレマーケティングジャパンが売上を順調に拡大したことによります。
　利益面では、㈱テレマーケティングジャパンの増収による増益、及び「ベネッセチャンネル」での費用
削減等により赤字幅が縮小し、営業損失は４百万円(前年同期は４億３千６百万円の営業損失)となりま
した。
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(3)所在地別セグメントの業績の状況
日本においては、当社で通信教育講座の延べ在籍数増加や価格改定等による増収があったこと、平成19

年６月に子会社化した㈱東京個別指導学院の売上が計上されたこと、㈱ベネッセスタイルケアが介護付き
高齢者向けホーム数を拡大し入居者数を増加させたこと、及び㈱テレマーケティングジャパンが売上を拡
大したこと等により、売上高は893億７千５百万円と、対前年同期比15.0％の増収となりました。
　営業利益は、当社教育事業での増収に伴う増益等により、125億８百万円と対前年同期比21.3％の増益と
なりました。
　北米及びその他の地域においては、Berlitz International, Inc.におけるレッスン数の増加やELS(イー
エルエス)事業の伸張、及び中国、韓国での教育事業の売上拡大等により、売上高は157億７千８百万円と、
対前年同期比9.7％の増収となりました。
　営業利益は、Berlitz International, Inc.の「のれん」の償却費が当四半期から発生したこと、及び中
国での教育事業拡大に伴う費用増等により、３億１千９百万円と対前年同期比72.7％の減益となりました。

（注）１.上記「(2)事業の種類別セグメントの業績の状況」、及び「(3)所在地別セグメントの業績の状況」に記載してい

る売上高は、セグメント間の内部売上高を含んだ金額を記載しています。

 ２.当社の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）に係る会計処理は、税抜方式によっているため、

「連結経営成績に関する定性的情報」に記載した金額には消費税等は含まれておりません。

(販売実績)

事業の種類別セグメントの名称
販売高（百万円）

当第１四半期連結累計期間 前連結会計年度

　教育事業グループ

高   校   講   座   事   業 7,890 25,690

中   学   講   座   事   業 11,891 40,837

小   学   講   座   事   業 17,986 60,650

こ ど も ちゃ れ ん じ 事 業 6,446 24,821

文  教  カ  ン  パ  ニ  ー 7,502 35,179

そ          の          他 9,474 34,561

小 計 61,191 221,742

Lifetime Value
6,763 25,635

(ライフタイムバリュー)カンパニー

Senior（シニア）カンパニー 9,840 37,130

 語学カンパニー 16,964 67,817

 アビバ事業 2,325 9,669

 その他事業 6,078 22,518

合 計 103,164 384,514

（注）セグメント間の内部売上高は含んでおりません。

（教育事業グループにおける進研ゼミ事業の概要）

　進研ゼミは、幼児から大学受験者までを対象とした通信教育講座であり、通信添削を中心として毎月継続的に行う
家庭学習システムであります。各講座の延べ在籍数は以下のとおりであります。

講 座

延べ在籍数（千人）

当第１四半期連結累計期間
（4月～6月累計）

前連結会計年度
（4月～3月累計）

    高    校    講    座 929 3,060

    中    学    講    座 2,164 7,903

    小    学    講    座 4,825 17,733

   こ ど も ちゃ れ ん じ 3,378 14,716

合 計 11,298 43,413
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（語学カンパニーにおけるBerlitz International, Inc.の語学レッスン数）

講 座

語学レッスン数（千レッスン）

当第１四半期連結累計期間
（1月～3月累計）

前連結会計年度
（1月～12月累計）

     北                米 228 966

     ア       ジ       ア 518 2,068

     ラ テ ン ア メ リ カ 313 1,462

     ヨ  ー   ロ   ッ  パ 724 2,647

合 計 1,786 7,145

（注）レッスン数は、直営センターにおける数値を示しています。

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末の総資産は、3,356億２千４百万円と、前連結会計年度末に比べ8.4％、309億

６千万円減少しました。
流動資産は、1,644億４千５百万円と、前連結会計年度末に比べ6.5％、114億５千４百万円減少しました。

この減少は、主に未収入金の減少等によるものです。
有形固定資産は、732億４千万円と、前連結会計年度末に比べ0.9％、６億３千４百万円増加しました。
無形固定資産は、384億８千６百万円と、前連結会計年度末に比べ34.8％、205億７千９百万円減少しまし

た。この減少は、当第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す
る当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用したことに伴い、
Berlitz International, Inc.の「のれん」について過年度に遡ってのれんの償却計算を実施し、過年度のの
れん償却額194億１千８百万円を減額したこと等によります。
投資その他の資産は、594億５千１百万円と、前連結会計年度末に比べ0.7％、４億３千９百万円増加しま

した。
当第１四半期連結会計期間末の総負債は、1,579億６千万円と、前連結会計年度末に比べ3.8％、62億８千

１百万円減少しました。
流動負債は、1,335億４千９百万円と、前連結会計年度末に比べ4.8％、67億２千６百万円減少しました。

この減少は、前受金の増加42億４千５百万円があったものの、未払金の減少77億６千４百万円、及び賞与引
当金の減少33億９千４百万円等によるものです。
固定負債は、244億１千１百万円と、前連結会計年度末に比べ1.9％、４億４千５百万円増加しました。
当第１四半期連結会計期間末の純資産は、1,776億６千３百万円と、前連結会計年度末に比べ12.2％、246

億７千８百万円減少しました。この減少は、主に当期純利益の増加に伴う利益剰余金の増加73億７千７百万
円があったものの、当第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関
する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用したことに伴
い、Berlitz International, Inc.の「のれん」について過年度に遡ってのれんの償却計算を実施し、過年度
ののれん償却額194億１千８百万円を期首の利益剰余金から減額したこと、自己株式の取得72億６千９百万
円、及び剰余金の配当45億８千２百万円があったこと等によります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
国内外での景気後退、及び原材料高を背景とした国内消費の伸びの鈍化等、先行き厳しい状況が予想され

ますが、現時点において、この状況が今後当社グループの業績に与える影響を予測することは困難であるた
め、平成20年４月30日発表の業績予想を変更しておりません。
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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)

該当事項はありません。

(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
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）
　税金費用の算定方法

当社及び主要な国内連結子会社は、税金費用について、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計
年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利
益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示し
ております。

(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
　①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用

当連結会計年度から、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財
務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、
「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当社及び国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準について
は、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。
　これによる損益に与える影響はありません。

　③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

当第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面
の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上
の必要な以下の修正を行っております。
　米国連結子会社Berlitz International, Inc.に計上された「のれん」については、同社の平成14
年１月１日開始事業年度から米国財務会計基準書第142号「のれん及びその他の無形固定資産」が適
用されたことに伴い、償却せず年一回及び減損の可能性を示す事象が発生した時点で減損の判定を
行うこととしておりましたが、上記実務対応報告第18号の適用により、のれんの計上後主として20
年の期間で均等償却することといたしました。
　これにより、過去に遡ってのれんの償却計算を実施し、過年度ののれん償却額19,418百万円は期
首の利益剰余金から減額しております。また、当第１四半期連結会計期間ののれん償却費492百万円
は販売費及び一般管理費に計上し、この結果、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益
はそれぞれ492百万円減少しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　④リース取引に関する会計基準等の適用

当社及び国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間から、「リース取引に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び
「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平
成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方
法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は、軽微でありま
す。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年3月31日)

資産の部

　流動資産

　 現金及び預金 48,778 50,414

　 受取手形及び売掛金 25,511 28,298

　 有価証券 53,303 38,296

　 商品 627 573

　 製品 9,602 12,147

　 原材料 50 29

　 仕掛品 4,198 2,905

　 その他 24,239 45,077

　 貸倒引当金 △1,867 △1,843

　 流動資産合計 164,445 175,899

　固定資産

　 有形固定資産

　 建物及び構築物（純額） 29,107 28,598

　 土地 35,211 35,046

　 その他（純額） 8,922 8,961

　 有形固定資産合計 73,240 72,606

　 無形固定資産

　 のれん 24,557 44,848

　 その他 13,929 14,217

　 無形固定資産合計 38,486 59,066

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 33,523 33,057

　 その他 26,137 26,181

　 貸倒引当金 △209 △227

　 投資その他の資産合計 59,451 59,011

　 固定資産合計 171,178 190,684

　資産合計 335,624 366,584
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年3月31日)

負債の部

　流動負債

　 支払手形及び買掛金 10,859 11,762

　 短期借入金 991 1,187

　 1年内返済予定の長期借入金 598 683

　 未払法人税等 7,766 7,667

　 前受金 82,106 77,861

　 添削料引当金 973 748

　 賞与引当金 2,497 5,892

　 返品調整引当金 540 555

　 その他 27,215 33,917

　 流動負債合計 133,549 140,276

　固定負債

　 長期借入金 420 536

　 退職給付引当金 2,618 2,598

　 役員退職慰労引当金 1,442 1,563

　 その他 19,929 19,267

　 固定負債合計 24,411 23,965

　負債合計 157,960 164,242

純資産の部

　株主資本

　 資本金 13,600 13,600

　 資本剰余金 29,358 29,358

　 利益剰余金 153,695 170,337

　 自己株式 △19,950 △12,773

　 株主資本合計 176,703 200,522

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 △217 △473

　 為替換算調整勘定 △4,375 △1,526

　 評価・換算差額等合計 △4,593 △1,999

　新株予約権 383 304

　少数株主持分 5,169 3,514

　純資産合計 177,663 202,342

負債純資産合計 335,624 366,584
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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：百万円）

当第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）

売上高 103,164

売上原価 52,179

売上総利益 50,984

返品調整引当金戻入額 555

返品調整引当金繰入額 540

差引売上総利益 50,999

販売費及び一般管理費

　ダイレクトメール費 4,241

　広告宣伝費 3,115

　給料及び手当 8,050

　賞与引当金繰入額 1,242

　退職給付引当金繰入額 218

　役員退職慰労引当金繰入額 47

　貸倒引当金繰入額 203

　その他 21,051

　販売費及び一般管理費合計 38,171

営業利益 12,828

営業外収益

　受取利息 345

　その他 323

　営業外収益合計 668

営業外費用

　為替差損 12

　デリバティブ運用損失 150

　その他 348

　営業外費用合計 511

経常利益 12,984

特別利益

　固定資産売却益 0

　子会社株式売却益 2,737

　特別利益合計 2,737

特別損失

　固定資産除売却損 90

　投資有価証券評価損 28

　その他 8

　特別損失合計 128

税金等調整前四半期純利益 15,594

法人税等 8,139

少数株主利益 76

四半期純利益 7,377
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当第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）

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 15,594

　減価償却費 3,239

　引当金の増減額（△は減少） △ 3,386

　子会社株式売却損益（△は益） △ 2,737

　その他の損益（△は益） △ 184

　売上債権の増減額（△は増加） 2,397

　たな卸資産の増減額（△は増加） 1,294

　未収入金の増減額（△は増加） 20,979

　未払金の増減額（△は減少） △ 7,439

　前受金の増減額（△は減少） 5,065

　その他の資産・負債の増減額 164

　小計 34,987

　利息及び配当金の受取額 431

　利息の支払額 △ 6

　法人税等の支払額 △ 7,675

　営業活動によるキャッシュ・フロー 27,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有価証券の取得による支出 △ 22,944

　有価証券の売却による収入 9,691

　有形固定資産の取得による支出 △ 1,696

　ソフトウエアの取得による支出 △ 1,239

　投資有価証券の取得による支出 △ 2,096

　投資有価証券の売却による収入 1,959

　子会社株式の売却による収入 4,464

　事業譲受による支出 △ 535

　定期預金の増減額（△は増加） △ 50

　その他 △ 1,455

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 13,904

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） △ 196

　長期借入金の返済による支出 △ 200

　配当金の支払額 △ 4,582

　ストックオプションの行使による収入 73

　自己株式の取得による支出 △ 7,269

　その他 △ 3,687

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 15,862

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 3,711

現金及び現金同等物の期首残高 71,777

現金及び現金同等物の四半期末残高 68,066
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当連結会計年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項ありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】
当第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）

教育事業

クループ

(百万円)

Lifetime

Value

(ライフタイ

ムバリュー)

カンパニー

(百万円)

Senior

(シニア)

カンパニー

(百万円)

語学

カンパニー

(百万円)

アビバ事業

(百万円)

その他事業

(百万円)

計

(百万円)

消去

又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

　売上高

　(1)外部顧客に対する

　  売上高
61,191 6,763 9,840 16,964 2,325 6,078 103,164 - 103,164

　(2)セグメント間の内部

　  売上高又は振替高
4 1 - 20 3 5,015 5,045 (5,045) -

計 61,196 6,764 9,840 16,985 2,329 11,093 108,210 (5,045) 103,164

　  営業利益又は

　  営業損失(△)
11,656 695 591 1,067 188 △4 14,194 (1,366) 12,828

（注）１事業区分の方法
　 当社の事業区分は、内部管理上採用している区分（顧客別カンパニー制）を基本にして
　 おります。

　 ２各事業区分の主要製品

事 業 区 分 主 要 製 品

通信教育「進研ゼミ」(高校講座、中学講座、小学講座、こ

どもちゃれんじ)、進研模試、生徒手帳、高校・小中辞典、

学習参考書、学習補助教材、学習塾・予備校の運営他

教育事業グループ

Lifetime Value（ライフタイ
ムリュー）カンパニー

雑誌他

Senior（シニア）カンパニー 介護付き高齢者向けホーム運営、在宅介護サービス他

語学カンパニー 語学教育、通訳他

アビバ事業 パソコン教室の運営他

その他事業 テレマーケティング、情報処理サービス他

　 ３「４．その他 （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」の「③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの
　 適用に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在
　 外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実
　 務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変
　 更により、「語学カンパニー」の営業利益は492百万円減少しております。

　 ４「４．その他 （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」の「④リース取引に関する会計基準等の適用」に記載のとおり、当第１四半期連結
　 会計期間から、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17
　 日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基
　 準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企
　 業会計基準適用指針第16号）を早期に適用しております。なお、この変更に伴う各セグメ
　 ントの営業利益又は営業損失に与える影響は軽微であります。
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【所在地別セグメント情報】

当第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）

日本

（百万円）

北米

（百万円）

その他の地域

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

　売上高

(1)外部顧客に対する

　 売上高
89,342 3,828 9,993 103,164 ─ 103,164

(2)セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
32 1 1,955 1,989 （1,989) ─

計 89,375 3,829 11,948 105,153 (1,989) 103,164

営業利益又は営業損失(△) 12,508 609 △289 12,828 ─ 12,828

(注)１国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域
　（１）国又は地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による
　（２）各区分に属する主な国又は地域・・・日本：日本

　 北米：アメリカ合衆国、カナダ
　 その他の地域：イギリス、ドイツ、フランス
　 日本以外のアジア

　 ２「４．その他 （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」の「③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適
　 用」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外
　 子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務
　 対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更に
　 より「日本」の営業利益は81百万円、「北米」の営業利益は411百万円減少しております。

　 ３「４．その他 （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」の「④リース取引に関する会計基準等の適用」に記載のとおり、当第１四半期連結
　 会計期間から、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17
　 日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基
　 準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企
　 業会計基準適用指針第16号）を早期に適用しております。なお、この変更に伴う「日本」
　 の営業利益に与える影響は軽微であります。

【海外売上高】

当第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）

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,828 10,006 13,834

Ⅱ 連結売上高(百万円) 103,164

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

3.7 9.7 13.4

(注)１国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

　 （１）国又は地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による
　 （２）各区分に属する主な国又は地域・・・北米：アメリカ合衆国、カナダ
　 その他の地域：イギリス、ドイツ、フランス、

　 日本以外のアジア
　 ２海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

①自己株式の取得
　当社は、当第１四半期連結会計期間において、取締役会決議に基づき、自己株式を1,707,900株、
7,267百万円を取得いたしました。なお、当第１四半期連結会計期間末における自己株式は6,187,677株、
19,950百万円となっております。

　②連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用
当第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上の必要な
以下の修正を行っております。
　米国連結子会社Berlitz International, Inc.に計上された「のれん」については、同社の平成14年１
月１日開始事業年度から米国財務会計基準書第142号「のれん及びその他の無形固定資産」が適用された
ことに伴い、償却せず年一回及び減損の可能性を示す事象が発生した時点で減損の判定を行うこととし
ておりましたが、上記実務対応報告第18号の適用により、のれんの計上後主として20年の期間で均等償
却することといたしました。
　これにより、過去に遡ってのれんの償却計算を実施し、過年度ののれん償却額19,418百万円は期首の
利益剰余金から減額しております。なお、当第１四半期連結会計期間末における利益剰余金は153,695百
万円となっております。
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「参考資料」
前四半期にかかる連結財務諸表等

(1)（要約）前四半期連結損益計算書

（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日

区 分 金 額

Ⅰ 売上高 90,496

Ⅱ 売上原価 45,933

　売上総利益 44,563

Ⅲ 販売費及び一般管理費 33,081

　営業利益 11,482

Ⅳ 営業外収益 1,091

Ⅴ 営業外費用 674

　経常利益 11,899

Ⅵ 特別利益 137

Ⅶ 特別損失 175

税金等調整前

四半期(当期)純利益
11,861

法人税等 4,987

少数株主損益 △38

四半期(当期)純利益 6,912

(2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日

区 分 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前四半期(当期)純利益 11,861

2 減価償却費 2,509

3 その他 1,713

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,084

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有価証券・投資有価証券の取得による支出 △8,517

2 有価証券・投資有価証券の売却による収入 9,355

3 その他 △12,136

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,298

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 配当金の支払額 △4,621

2 自己株式の取得による支出 △208

3 その他 △3,715

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,545

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △89

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △3,849

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 73,365

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 69,516
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(3)セグメント情報
　①事業の種類別セグメント情報

   前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

教育事業

クループ

(百万円)

Lifetime

Value

(ライフタイ

ムバリュー)

カンパニー

(百万円)

Senior

(シニア)

カンパニー

(百万円)

語学

カンパニー

(百万円)

アビバ事業

(百万円)

その他事業

(百万円)

計

(百万円)

消去

又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

　売上高

　(1)外部顧客に対する

　  売上高
51,729 6,149 8,940 15,765 2,561 5,350 90,496 ─ 90,496

　(2)セグメント間の内部

　  売上高又は振替高
10 3 ─ 25 2 4,688 4,730 (4,730) ─

計 51,739 6,153 8,940 15,790 2,564 10,039 95,227 (4,730) 90,496

　  営業利益又は

　  営業損失(△)
9,621 630 735 1,846 △81 △436 12,315 (833) 11,482

（注）１事業区分の方法
　 当社の事業区分は、内部管理上採用している区分（顧客別カンパニー制）を基本にして
　 おります。

　 ２各事業区分の主要製品

事 業 区 分 主 要 製 品

通信教育「進研ゼミ」(高校講座、中学講座、小学講座、こ

どもちゃれんじ)、進研模試、生徒手帳、高校・小中辞典、

学習参考書、学習補助教材、予備校の運営他

教育事業グループ

Lifetime Value（ライフタイ
ムリュー）カンパニー

雑誌他

Senior（シニア）カンパニー 介護付き高齢者向けホーム運営、在宅介護サービス他

語学カンパニー 語学教育、通訳他

アビバ事業 パソコン教室の運営他

その他事業 テレマーケティング、情報処理サービス他

　②所在地別セグメント情報

   前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

日本

（百万円）

北米

（百万円）

その他の地域

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

　売上高

(1)外部顧客に対する

　 売上高
77,735 3,768 8,992 90,496 ─ 90,496

(2)セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
13 0 1,619 1,634 (1,634) ─

計 77,749 3,769 10,612 92,131 (1,634) 90,496

営業利益 10,309 1,125 47 11,482 ─ 11,482

(注)１国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域
　（１）国又は地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による
　（２）各区分に属する主な国又は地域・・・日本：日本

　 北米：アメリカ合衆国、カナダ
　 その他の地域：イギリス、ドイツ、フランス
　 日本以外のアジア
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　③海外売上高

   前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,768 9,012 12,780

Ⅱ 連結売上高(百万円) 90,496

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

4.2 9.9 14.1

(注)１国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

　 （１）国又は地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による
　 （２）各区分に属する主な国又は地域・・・北米：アメリカ合衆国、カナダ
　 その他の地域：イギリス、ドイツ、フランス、

　 日本以外のアジア
　 ２海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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