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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 208,056 ― 30,542 ― 30,710 ― 8,639 ―

20年3月期第2四半期 187,691 7.1 26,492 1.5 27,342 3.2 14,863 1.3

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2四半期 86.00 85.78
20年3月期第2四半期 145.34 145.03

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2四半期 327,945 177,213 52.3 1,720.74
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2四半期  171,425百万円 20年3月期  198,523百万円

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

（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 ― 45.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 45.00 90.00

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  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 414,000 7.7 38,500 10.4 38,700 7.7 13,400 △13.3 133.38

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、7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） 

(注)詳細は、7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） 

※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7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。 
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。  

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） 21年3月期第2四半期  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2四半期  6,730,047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2四半期  100,465,925株 20年3月期第2四半期  102,271,023株
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ベネッセコーポレーショングループを取り巻く事業環境について、主力の教育事業分野では、学力や学習

意欲の低下に対する不安、文部科学省による新学習指導要領案の発表等を背景に、子どもの教育に対する関

心が一層高まっています。また、少子化に伴う企業間での競争激化が進む一方で、提携や業界再編の動きが

加速しています。加えて、情報通信技術の進歩や携帯端末の普及等により、学習メディアやサービスの多様

化が進んでいます。介護事業分野では、高齢化の進行に伴って市場は引き続き拡大しているものの、業界全

体で介護スタッフの不足が深刻化しています。語学事業分野では、ビジネスパーソンを中心に語学教育への

ニーズは高いものの、世界的な景気後退による市場への影響が懸念されています。 

  

このような中、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、基幹事業である教育事業を中心に好

調に推移し、売上高、営業利益、経常利益は前年を上回る結果となりました。 

 連結売上高は、教育事業グループにおいて、主力の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、及び平成19年６月に子会社化した㈱東京個別指導学院の売上が、当第２四半期連結累計期

間は６ヵ月分計上されていること、Senior(シニア)カンパニーにおいて、㈱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、語学カンパニーにおいて、Berlitz 

International, Inc.がレッスン数の増加やELS(イーエルエス)事業の伸張等により売上を伸ばしたこと、及

び、その他事業において、㈱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、2,080億５千６百

万円、対前年同期比10.9％の増収となりました。 

連結営業利益は、教育事業での増収等により、305億４千２百万円、対前年同期比15.3%の増益、連結経常

利益は307億１千万円、対前年同期比12.3%の増益となり、第２四半期連結累計期間としては５期連続の増

収、６期連続の増益となりました。 

一方、㈱テレマーケティングジャパン株式の売却益27億３千７百万円を特別利益に計上しましたが、㈱東

京個別指導学院株式の時価下落による個別決算上の減損処理に伴い、同社に係るのれん償却額76億１千９百

万円を特別損失に計上したこと等により、当第２四半期連結累計期間の連結四半期純利益は86億３千９百万

円、対前年同期比41.9%の減益と、３期ぶりの減益となりました。 

  

教育事業グループの連結売上高は、1,230億６千５百万円と対前年同期比13.6％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」「こどもちゃれんじ」において、平成20年４月の会員数が396

万人と前年４月を上回り、延べ在籍数も前年同期に比べて増加したことや、「進研ゼミ」「こどもちゃれん

じ」の価格改定、及び平成19年６月に子会社化した㈱東京個別指導学院の売上が、当第２四半期累計期間は

６ヵ月分計上されていること等により、増収となりました。 

 「進研ゼミ」「こどもちゃれんじ」の当第２四半期累計期間の延べ在籍数は、前年同期に比べ29万人増加

し、2,225万人となりました。これは、教材ラインナップの拡充等、商品、サービスの強化を継続的に行った

こと、及び平成19年４月に営業本部を設置し、マーケティング施策を強化してきたこと等によります。 

 「進研ゼミ」では、平成20年４月に中学１年生向けに、従来の教材にインターネットでの学習を組み合わ

せた教材「進研ゼミ中学講座＋i(プラスアイ)」を開講しました。また、中学２年生向け講座で赤ペン先生担

任制を導入し、「こどもちゃれんじ」では「お誕生日号」の提供を開始しました。マーケティング面では、

ダイレクトメール、マスメディア、インターネット、イベント等を組み合わせた統合的なマーケティングを

積極的に実施するとともに、他社との連携も進めています。平成20年４月には、「こどもちゃれんじ」が、

P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン)㈱の紙おむつブランド「パンパース」との業務提携を開始

しました。 

 通信教育以外では、昨年に引き続きニンテンドーDS(ディーエス)向け学習ソフトを開発し、平成20年５月

には小学生を対象とした「空間☆図形 ひらめきトレーニング くうトレ」、「ふしぎ？かがく なぞとき

クイズトレーニング なぞトレ」を、平成20年８月には中学３年生を対象とした「得点力学習DS(ディーエ

ス) 高校受験シリーズ」を、それぞれ発売しました。 

 学校を対象とする事業では、高校生向け主力商品である「進研模試」「スタディーサポート」等が堅調に

推移しました。 

 営業利益は、通信教育講座での延べ在籍数増加や価格改定等により、287億１千６百万円と対前年同期比

20.9％の増益となりました。 

  

【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

(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]
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 Women ＆ Family(ウィミン アンド ファミリー)カンパニー〔旧Lifetime Value(ライフタイムバリュー)

カンパニー〕の連結売上高は、126億７千５百万円と対前年同期比5.0％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

アイテム数を増加したこと等に伴って受注件数を伸ばし、好調に推移したことによります。また、妊娠・出

産・育児雑誌「たまごクラブ」「ひよこクラブ」のムック・書籍も販売部数を伸ばしました。 

 営業利益は、新規事業の開発費用等により、７億８千４百万円と対前年同期比17.8％の減益となりまし

た。 

 なお、当カンパニーは、今後の事業の重点を、女性一人ひとりの向上意欲や、女性とその家族の生活の支

援に置くこととし、平成20年９月に組織名称及びセグメント名称をLifetime Value(ライフタイムバリュー)

カンパニーからWomen & Family(ウィミン アンド ファミリー)カンパニーに変更しました。 

  

Senior(シニア)カンパニーの連結売上高は、199億１百万円と対前年同期比10.2％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、入居者数を順

調に増やしたことによります。当第２四半期末のシリーズごとのホーム数は、「アリア」が11ヵ所、「くら

ら(ケアハウス含む)」が39ヵ所、「グラニー＆グランダ」が53ヵ所、「まどか」が30ヵ所となり、合計では

前期末に比べ４ヵ所増加し133ヵ所となりました。 

 ㈱ベネッセスタイルケアでは、質の高いサービスを安定的に提供するために、平成19年度から人事制度改

定と業務改革、研修の充実等を行い、介護スタッフの確保、育成を強化しました。 

 営業利益は、人事制度改定に伴う労務費等の増加があったものの、増収により13億４千８百万円と対前年

同期比4.9％の増益となりました。 

  

語学カンパニーの連結売上高は、352億２千５百万円と対前年同期比6.9％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、世界的な景気減速懸念がある中で、お客

様のニーズに対応したレッスンを提供することで、欧州、アジアを中心にレッスン数を伸ばしたことや、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。また、㈱サイマル・

インターナショナルの通訳・翻訳事業も堅調に売上を伸ばしました。 

 営業利益は、Berlitz International, Inc.において、増収による増益があったものの、第１四半期連結会

計期間からの会計方針の変更に伴いBerlitz International, Inc.の「のれん」の償却費が発生したこと、及

び為替換算時のマイナス影響を受けたこと等により、25億９千５百万円と対前年同期比29.9%の減益となりま

した。 

  

アビバ事業の連結売上高は、45億４千万円と対前年同期比9.2%の減収となりました。 

 売上高の減少は、主に、㈱アビバにおいて、引き続きパソコン教室数を削減したことによります。 

 営業利益は、教室数を削減し労務費や教室管理維持費等の原価を削減したこと、及び㈱アビバの「のれ

ん」の償却費減少等により、４億２百万円(前年同期は１億６千５百万円の営業損失)となりました。 

  

その他事業の連結売上高は、221億９千２百万円と対前年同期比8.9％の増収となりました。 

 売上高の増加は、主に平成20年６月に丸紅㈱の関係会社であるcom(コム)パートナーズ㈱のコールセンター

事業を譲り受けたことにより、㈱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、「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、３億３千６百万円の営業損

失(前年同期は６億１千９百万円の営業損失)となりました。 

  

[Women ＆ Family(ウィミン アンド ファミリー)カンパニー]

[Senior(シニア)カンパニー]

[語学カンパニー]

[アビバ事業]

[その他事業]
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日本におきましては、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、当第２四半期累計期間は６ヵ月分計上されている

こと、及び㈱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、

さらに㈱テレマーケティングジャパンがcom(コム)パートナーズ㈱のコールセンター事業を譲り受けたこと等

で売上を拡大したこと等により、売上高は1,787億９千４百万円と対前年同期比11.1％の増収となりました。

 営業利益は、当社の教育事業での増収等により、292億６千７百万円と対前年同期比20.5％の増益となりま

した。 

 北米及びその他の地域におきましては、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321億９千３百万円と

対前年同期比10.9％の増収となりました。 

 営業利益は、Berlitz International, Inc.における「のれん」の償却費の発生と為替換算時のマイナス影

響、及び中国での教育事業拡大に伴う費用増等により、12億７千５百万円と対前年同期比42.2％の減益とな

りました。 

  

（注）１.当第２四半期連結会計期間から「Lifetime Value(ライフタイムバリュー)カンパニー」を「Women ＆ 

Family(ウィミン アンド ファミリー)カンパニー」に名称変更しております。 

   ２.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おります。 

   ３.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。 

   ４.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、「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ので、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」に記載している前年同期金額及び対前年同期比率は、参考情報でありま

す。 

  
（販売実績） 
  当第２四半期連結会計期間 

(3)所在地別セグメントの業績の状況

事業の種類別セグメントの名称

販売高(百万円)

当第２四半期
連結会計期間

 教育事業グループ

   高校講座事業 7,313

   中学講座事業 11,336

   小学講座事業 17,561

   こどもちゃれんじ事業 6,407

   文教カンパニー 9,297

   その他 9,948

小計 61,864

 Women＆Family(ウィミン アンド ファミリー）カンパニー 5,910

 Senior(シニア)カンパニー 10,060

 語学カンパニー 18,220

 アビバ事業 2,204

 その他事業 6,631

合計 104,892
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 当第２四半期連結累計期間 

 
  

（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。 

当第２四半期連結会計期間 

 
 

 当第２四半期連結累計期間 

 
  

事業の種類別セグメントの名称

販売高(百万円)

当第２四半期
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 15,203 25,690

   中学講座事業 23,228 40,837

   小学講座事業 35,548 60,650

   こどもちゃれんじ事業 12,854 24,821

   文教カンパニー 16,800 35,179

   その他 19,422 34,561

小計 123,056 221,742

 Women＆Family(ウィミン アンド ファミリー）カンパニー 12,673 25,635

 Senior(シニア)カンパニー 19,901 37,130

 語学カンパニー 35,185 67,817

 アビバ事業 4,530 9,669

 その他事業 12,709 22,518

合計 208,056 384,514

 (注)セグメント間の内部売上高は含んでおりません。

講座

延べ在籍数(千人)

当第２四半期
連結会計期間 

（７月～９月累計)

 高校講座 861

 中学講座 2,045

 小学講座 4,647

 こどもちゃれんじ 3,398

合計 10,952

講座

延べ在籍数(千人)

当第２四半期
連結累計期間 

（４月～９月累計)

前連結会計年度 
（４月～３月累計)

 高校講座 1,791 3,060

 中学講座 4,209 7,903

 小学講座 9,473 17,733

 こどもちゃれんじ 6,776 14,716

合計 22,251 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） 
 当第２四半期連結会計期間 

 
 

 当第２四半期連結累計期間 

 
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、3,279億４千５百万円と、前連結会計年度末に比べ10.5％、386億

３千９百万円減少しました。 

  流動資産は、1,630億３千８百万円と、前連結会計年度末に比べ7.3％、128億６千１百万円減少しました。

この減少は、主に未収入金の減少によります。 

  有形固定資産は、745億３千３百万円と、前連結会計年度末に比べ2.7％、19億２千７百万円増加しました。

  無形固定資産は、314億７千６百万円と、前連結会計年度末に比べ46.7％、275億９千万円減少しました。こ

の減少は、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、

BerlitzInternational,Inc.の「のれん」について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194億１千８百万円を減額したこと、及び連結子会社である㈱東京個別指導学院について、当社が保有して

いる同社株式に対する減損処理を行ったことに伴い、会計制度委員会報告第７号「連結財務諸表における資本

連結手続に関する実務指針」第32項の規定に基づき、のれん償却額76億１千９百万円を減額したこと等により

ます。 

  投資その他の資産は、588億９千７百万円と、前連結会計年度末に比べ0.2％、1億１千４百万円減少しまし

た。 

  当第２四半期連結会計期間末の総負債は、1,507億３千２百万円と、前連結会計年度末に比べ8.2％、135億

９百万円減少しました。 

  流動負債は、1,248億７千５百万円と、前連結会計年度末に比べ11.0％、154億円減少しました。この減少

は、未払法人税等の増加63億４千１百万円があったものの、前受金の減少106億５千２百万円、及び未払金の減

少91億８千３百万円等によります。 

  固定負債は、258億５千６百万円と、前連結会計年度末に比べ7.9％、18億９千１百万円増加しました。 

  当第２四半期連結会計期間末の純資産は、1,772億１千３百万円と、前連結会計年度末に比べ12.4％、251億

２千９百万円減少しました。この減少は、主に四半期純利益の増加に伴う利益剰余金の増加86億３千９百万円

があったものの、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、

BerlitzInternational,Inc.の「のれん」について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98億６千４百万円、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。 

  

  

地域

語学レッスン数
(千レッスン)

当第２四半期
連結会計期間 

（４月～６月累計)

 北米 237

 アジア 529

 ラテンアメリカ 403

 ヨーロッパ 773

合計 1,943

地域

語学レッスン数 
(千レッスン)

当第２四半期
連結累計期間 

（１月～６月累計)

前連結会計年度 
（１月～12月累計）

 北米 465 966

 アジア 1,048 2,068

 ラテンアメリカ 717 1,462

 ヨーロッパ 1,497 2,647

合計 3,729 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おります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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第２四半期連結累計期間における業績の進捗などを勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年
４月30日付当社「平成20年３月期 決算短信」にて発表しました平成21年３月期の連結業績予想を修正い
たしました。なお、当該予想に関する詳細は、平成20年10月30日に公表いたしました「平成21年３月期
業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 
  

(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会社は、税金費用について、当第２四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。 

  

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、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 

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２四半期連結累計期間ののれん償却費1,075百万円は、販売費

及び一般管理費に計上し、この結果、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

1,075百万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、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 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 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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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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２四半期連結会計期間末
(平成20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20年3月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 46,077 50,414

  受取手形及び売掛金 25,443 28,298

  有価証券 51,664 38,296

  商品 670 573

  製品 9,393 12,147

  原材料 40 29

  仕掛品 4,612 2,905

  その他 27,105 45,077

  貸倒引当金 △ 1,970 △1,843

  流動資産合計 163,038 175,899

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物（純額） 28,955 28,598

   土地 36,216 35,046

   その他（純額） 9,361 8,961

   有形固定資産合計 74,533 72,606

  無形固定資産

   のれん 16,616 44,848

   その他 14,859 14,217

   無形固定資産合計 31,476 59,066

  投資その他の資産

   投資有価証券 31,537 33,057

   その他 27,572 26,181

   貸倒引当金 △ 212 △227

   投資その他の資産合計 58,897 59,011

  固定資産合計 164,907 190,684

 資産合計 327,945 366,584
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年3月31日)

負債の部

 流動負債

  支払手形及び買掛金 10,060 11,762

  短期借入金 1,306 1,187

  1年内返済予定の長期借入金 546 683

  未払法人税等 14,008 7,667

  前受金 67,208 77,861

  添削料引当金 1,225 748

  賞与引当金 4,616 5,892

  返品調整引当金 500 555

  その他 25,401 33,917

  流動負債合計 124,875 140,276

 固定負債

  長期借入金 302 536

  退職給付引当金 2,653 2,598

  役員退職慰労引当金 1,472 1,563

  その他 21,428 19,267

  固定負債合計 25,856 23,965

 負債合計 150,732 164,242

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 154,914 170,337

  自己株式 △ 22,386 △12,773

  株主資本合計 175,486 200,522

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △ 1,018 △473

  為替換算調整勘定 △ 3,042 △1,526

  評価・換算差額等合計 △ 4,060 △1,999

 新株予約権 435 304

 少数株主持分 5,352 3,514

 純資産合計 177,213 202,342

負債純資産合計 327,945 366,584
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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：百万円）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日）

売上高 208,056

売上原価 102,820

売上総利益 105,236

返品調整引当金戻入額 555

返品調整引当金繰入額 500

差引売上総利益 105,291

販売費及び一般管理費

 ダイレクトメール費 8,326

 広告宣伝費 5,813

 給料及び手当 16,074

 賞与引当金繰入額 2,401

 退職給付引当金繰入額 435

 役員退職慰労引当金繰入額 84

 貸倒引当金繰入額 366

 その他 41,246

 販売費及び一般管理費合計 74,748

営業利益 30,542

営業外収益

 受取利息 719

 デリバティブ運用収益 285

 その他 575

 営業外収益合計 1,580

営業外費用

 為替差損 832

 その他 580

 営業外費用合計 1,412

経常利益 30,710

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 218

 のれん償却額 ※1 7,619

 投資有価証券評価損 1,544

 その他 231

 特別損失合計 9,612

税金等調整前四半期純利益 23,835

法人税等 14,781

少数株主利益 414

四半期純利益 8,639
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 【第２四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
（自 平成20年７月１日 

  至 平成20年９月30日）

売上高 104,892

売上原価 50,640

売上総利益 54,251

返品調整引当金戻入額 540

返品調整引当金繰入額 500

差引売上総利益 54,292

販売費及び一般管理費

 ダイレクトメール費 4,085

 広告宣伝費 2,697

 給料及び手当 8,023

 賞与引当金繰入額 1,158

 退職給付引当金繰入額 216

 役員退職慰労引当金繰入額 37

 貸倒引当金繰入額 163

 その他 20,195

 販売費及び一般管理費合計 36,577

営業利益 17,714

営業外収益

 受取利息 374

 デリバティブ運用収益 436

 その他 262

 営業外収益合計 1,073

営業外費用

 為替差損 819

 その他 243

 営業外費用合計 1,062

経常利益 17,725

特別損失

 固定資産除売却損 127

 のれん償却額 ※1 7,619

 投資有価証券評価損 1,515

 その他 222

 特別損失合計 9,484

税金等調整前四半期純利益 8,241

法人税等 6,641

少数株主利益 337

四半期純利益 1,262
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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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20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利益 23,835

 減価償却費 6,821

 のれん償却額 7,619

 引当金の増減額（△は減少） △ 920

 子会社株式売却損益（△は益） △ 2,737

 その他の損益（△は益） 1,215

 売上債権の増減額（△は増加） 2,782

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,068

 未収入金の増減額（△は増加） 18,848

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,668

 未払金の増減額（△は減少） △8,972

 前受金の増減額（△は減少） △10,391

 その他の資産・負債の増減額 602

 小計 38,104

 利息及び配当金の受取額 813

 利息の支払額 △22

 法人税等の支払額 △8,380

 営業活動によるキャッシュ・フロー 30,514

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 △51,106

 有価証券の売却による収入 32,462

 有形固定資産の取得による支出 △4,005

 ソフトウエアの取得による支出 △3,185

 投資有価証券の取得による支出 △3,969

 投資有価証券の売却による収入 2,960

 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） △95

 その他 △1,785

 投資活動によるキャッシュ・フロー △24,797

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） 118

 長期借入金の返済による支出 △369

 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 188

 自己株式の取得による支出 △9,864

 連結子会社の自己株式の取得による支出 △211

 その他 △190

 財務活動によるキャッシュ・フロー △14,910

現金及び現金同等物に係る換算差額 △732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,926

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 61,850
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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。 

  

該当事項ありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(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。な

お、当第２四半期連結会計期間より「Lifetime Value(ライフタイムバリュー)カンパニー」を「Women & 

Family(ウィミン アンド ファミリー)カンパニー」に名称変更しております。 

  ２各事業区分の主要製品・サービス 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

教育事業 

グループ 

(百万円)

Women & Family 

(ウィミン アン

ド ファミリー) 

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
61,864 5,910 10,060 18,220 2,204 6,631 104,892 - 104,892

(2)セグメント間の内部  

  売上高又は振替高
4 0 0 19 6 4,467 4,499 (4,499) -

計 61,869 5,911 10,060 18,240 2,211 11,098 109,391 (4,499) 104,892

   営業利益又は 

   営業損失(△)
17,059 88 757 1,527 213 △331 19,315 (1,600) 17,714

教育事業 

グループ 

(百万円)

Women & Family 

(ウィミン アン

ド ファミリー) 

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
123,056 12,673 19,901 35,185 4,530 12,709 208,056 - 208,056

(2)セグメント間の内部  

  売上高又は振替高
9 2 0 40 10 9,482 9,544 (9,544) -

計 123,065 12,675 19,901 35,225 4,540 22,192 217,601 (9,544) 208,056

   営業利益又は 

   営業損失(△)
28,716 784 1,348 2,595 402 △336 33,509 (2,966) 30,542

事 業 区 分 主 要 製 品・サービス

通信教育「進研ゼミ」(高校講座、中学講座、小学講座、

教育事業グループ 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

Women & Family（ウィミン
雑誌、通信販売他

アンド ファミリー)カンパニー

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
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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、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」の営業利益は当第２四半期連結累計

期間で1,075百万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、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 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 

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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(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、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、当第２四半期連結累計期間で「日本」の営業利益は163百

万円、「北米」の営業利益は912百万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、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 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 

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。 

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
89,385 4,252 11,254 104,892 ─ 104,892

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
33 1 906 940 (940) ─

計 89,418 4,254 12,160 105,833 (940) 104,892

営業利益又は営業損失(△) 16,759 675 280 17,714 ─ 17,714

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
178,727 8,081 21,247 208,056 ─ 208,056

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
66 2 2,861 2,930 (2,930) ─

計 178,794 8,083 24,109 210,987 (2,930) 208,056

営業利益又は営業損失(△) 29,267 1,284 △9 30,542 ─ 30,542
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【海外売上高】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(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。 

  

①自己株式の取得 

当社は、当第２四半期連結累計期間において、取締役会決議に基づき、自己株式を2,296,300株、9,855

百万円を取得いたしました。なお、当第２四半期連結会計期間末における自己株式は6,730,047株、22,386

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 

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２四半期連結会計期間末における利益剰余金は154,914百万円

となっております。 

  

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 4,256 11,264 15,521

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 104,892

Ⅲ 連結売上高に占める
4.1％ 10.7％ 14.8％

  海外売上高の割合(％)

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 8,085 21,271 29,356

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 208,056

Ⅲ 連結売上高に占める
3.9％ 10.2％ 14.1％

  海外売上高の割合(％)

(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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注記項目 

(四半期連結損益計算書関係) 

 
  

 

  

  

6. 【その他の情報】

当第２四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年９月30日)

※１ 
 

会計制度委員会報告第７号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」第32項の規定に基づき、
連結子会社である㈱東京個別指導学院株式の個別財務諸表上の減損処理に伴って、のれんを一括償却したもの
であります。

当第２四半期連結会計期間

(自 平成20年７月１日

  至 平成20年９月30日)

※１ 
 

会計制度委員会報告第７号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」第32項の規定に基づき、
連結子会社である㈱東京個別指導学院株式の個別財務諸表上の減損処理に伴って、のれんを一括償却したもの
であります。
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前年同四半期に係る連結財務諸表等 

(１)前中間連結損益計算書 

「参考資料」

前中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日）

区分
金額

(百万円)

Ⅰ 売 上 高 187,691
Ⅱ 売 上 原 価 93,999

売 上 総 利 益 93,691
返品調整引当金戻入額 587
返品調整引当金繰入額 554
差引売上総利益 93,724

Ⅲ 販売費及び一般管理費
1 ダイレクトメール費 7,886
2 広告宣伝費 4,804
3 運賃通信費 9,547
4 顧客管理費 4,672
5 給与手当 14,753
6 賞与引当金繰入額 2,145
7 役員賞与引当金繰入額 39
8 退職給付引当金繰入額 384
9 役員退職慰労引当金繰入額 85

10 貸倒引当金繰入額 171
11 その他 22,741 67,232

営  業  利  益 26,492
Ⅳ 営業外収益

1 受取利息 613
2 受取配当金 60
3 有価証券売却益 44
4 事業用資産受取賃貸料 228
5 持分法による投資利益 51
6 投資事業組合投資収益 158
7 補助金収入 96
8 その他 232 1,483

Ⅴ 営業外費用
1 支払利息 19
2 事業用資産賃貸費用 82
3 拠点閉鎖損失 107
4 その他 425 633
経  常  利  益 27,342

Ⅵ 特別利益
 固定資産売却益 152 152

Ⅶ 特別損失
1 固定資産売却除却損 377
2 投資有価証券評価損 148
3 事業整理損失 175
4 訴訟関連損失 52
5 その他 25 779
税金等調整前中間純利益 26,715
法人税、住民税及び事業税 11,547
法人税等調整額 153 11,701
少数株主利益 149
中間純利益 14,863
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(2)前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日)

区    分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前中間純利益 26,715

2 減価償却費 5,481

3 各種引当金の増減額（純額）（減少：△） △ 807

4 その他の収益・費用の非資金分（純額） △ 338

5 売上債権の増減額（増加：△） △ 758

6 たな卸資産の増減額（増加：△） 1,635

7 未収入金の増減額（増加：△） 13,475

8 仕入債務の増減額（減少：△） △ 3,385

9 未払金の増減額（減少：△） △ 8,052

10 前受金の増減額（減少：△） △ 10,200

11 その他の資産及び負債の増減額（純額） 2,055

小   計 25,820

12 利息及び配当金の受取額 683

13 利息の支払額 △ 19

14 法人税等の支払額 △ 10,127

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,357

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有価証券の取得による支出 △ 1,461

2 有価証券の売却による収入 5,187

3 有形固定資産の取得による支出 △ 3,449

4 ソフトウェアの取得による支出 △ 2,418

5 投資有価証券の取得による支出 △ 10,138

6 投資有価証券の売却による収入 5,457

7 連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出 △ 10,259

8 ３か月超の定期預金の増減額（純額） △ 3

9 その他（純額） 3,428

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 13,658

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 短期借入金の増減額（純額） 82

2 長期借入金の返済による支出 △ 356

3 配当金の支払額 △ 4,621

4 ストック・オプション権利行使による収入 42

5 自己株式の取得による支出 △ 3,692

6 連結子会社の自己株式取得による支出 △ 385

7 その他（純額） △ 16

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,947

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 647

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △ 5,601

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中間期末残高 67,764
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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 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(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・サービス 

 
  

②所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(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 
  

教育事業 

グループ 

(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
108,355 12,068 18,061 32,910 4,991 11,303 187,691 ─ 187,691

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
14 4 ─ 42 8 9,075 9,145 (9,145) ─

計 108,369 12,073 18,061 32,953 4,999 20,378 196,836 (9,145) 187,691

   営業利益又は 

   営業損失(△)
23,750 953 1,286 3,701 △165 △619 28,907 (2,414) 26,492

事 業 区 分 主 要 製 品 ・ サ ー ビ ス

通信教育「進研ゼミ」(高校講座、中学講座、小学講座、

教育事業グループ こどもちゃれんじ)、塾・予備校の運営、進研模試、生徒手

帳、高校・小中辞典、学習参考書、学習補助教材他

Lifetime Value(ライフタイ
雑誌他

ムバリュー)カンパニー

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

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
160,956 7,953 18,780 187,691 ─ 187,691

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
32 1 2,283 2,317 (2,317) ─

計 160,988 7,955 21,064 190,008 (2,317) 187,691

営業利益又は営業損失(△) 24,287 2,272 △67 26,492 ─ 26,492
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③海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(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。 

  

  

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 7,953 18,826 26,779

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 187,691

Ⅲ 連結売上高に占める
4.2 10.1 14.3

  海外売上高の割合(％)
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