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

21年3月期第3四半期 310,088 ― 40,348 ― 40,960 ― 13,230 ―

20年3月期第3四半期 283,455 7.4 36,002 3.8 37,123 4.5 19,909 1.4

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3四半期 132.14 131.87
20年3月期第3四半期 195.00 194.54

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3四半期 317,211 173,684 53.0 1,702.48
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3四半期  168,277百万円 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  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 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6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3四半期  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3四半期  7,510,959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3四半期  100,126,247株 20年3月期第3四半期  102,100,860株



当第３四半期連結累計期間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
中心に好調に推移し、売上高、営業利益、経常利益は前年同期を上回りました。 
 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３四半期連結累
計期間は９ヵ月分計上されていること(前年同期は６ヵ月分)、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等により、3,100億８千８百万円、対前年同期比9.4%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、403億４千８百万円、対前年同期比12.1%の増益、連結経
常利益は409億６千万円と、対前年同期比10.3%の増益となりました。一方、連結四半期純利益は、㈱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、132億３千万円と、対前年同期比33.5%の減益となりました。 
  
なお、当社は、平成20年10月30日開催の取締役会において、平成21年10月１日付けで純粋持株会社体制

に移行することを決議しました。当社グループは、持株会社体制への移行によって、「ベネッセ＝よく生
きる」の企業理念のもと、各事業の競争力にさらに磨きをかけるとともに、M&Aや戦略的な事業提携も視
野に入れた積極的な事業拡大を実現し、グループ全体の企業価値の向上、 大化を図ります。 

  

教育事業グループの連結売上高は、1,813億９千１百万円と、対前年同期比12.1%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」の当第３四半期連結累計期間の延べ

在籍数が前年同期に比べて増加したことや価格改定に加え、当第３四半期連結累計期間は平成19年６月に
子会社化した㈱東京個別指導学院の売上が９ヵ月分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、380億７千５百万円と、対前年同期比20.4%の増益となり
ました。 
  

Women ＆ Family(ウィミン アンド ファミリー)カンパニーの連結売上高は、198億７千６百万円と、対
前年同期比3.0%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、新規事業の開発費用等により、11億２百万円と、対前年同期比39.5%の減益となりまし
た。 
なお、当カンパニーは、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、298億９千５百万円と、対前年同期比8.5%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、18億８千９百万円と、対前年同期比5.6%の減
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]

[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]
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語学カンパニーの連結売上高は、536億１千１百万円と、対前年同期比5.9%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、欧州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、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、及び為替換算時のマイナス影響を受けたこと等により、37億４千１百万円と、対前年同期比33.0%
の減益となりました。 
  

アビバ事業の連結売上高は、64億３千５百万円と、対前年同期比12.3％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、３億７千６百万円(前年同期は３億１千４百万円の営業損失)となりました。
  

その他事業の連結売上高は、334億８千９百万円と、対前年同期比8.5%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等で売上を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」での費用減等により赤字幅が縮小したものの、営業損失は４億５
千１百万円(前年同期は７億６千６百万円の営業損失)となりました。 
  
  

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当第３四半期連結累計期間は９ヵ月分計上されている
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2,653億７千８百万円と、対前
年同期比9.3％の増収となりました。 
 営業利益は、当社教育事業での増収等により、383億９千１百万円と、対前年同期比17.6％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483億４千４百万円
と、対前年同期比10.1％の増収となりました。 
 営業利益は、Berlitz International, Inc.における「のれん」の償却費の発生や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、19億５千６百万円と、対前年同期比41.8％の
減益となりました。 
  

(注)１.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。 
  

[語学カンパニー]

[アビバ事業]

[その他事業]

（3）所在地別セグメントの業績の状況
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当第３四半期連結会計期間 

 
当第３四半期連結累計期間 

 
  

（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３四半期
連結会計期間 

（10月～12月累計）

 教育事業グループ

   高校講座事業 6,438

   中学講座事業 10,470

   小学講座事業 16,397

   こどもちゃれんじ事業 6,915

   文教カンパニー 9,115

   その他 8,983

小計 58,320

 Women ＆ Family(ウィミン アンド ファミリー）カンパニー 7,199

 Senior(シニア)カンパニー 9,994

 語学カンパニー 18,361

 アビバ事業 1,890

 その他事業 6,264

合計 102,031

事業の種類別セグメントの名称

販売高(百万円)

当第３四半期
連結累計期間 

（４月～12月累計）

前連結会計年度 
（４月～３月累計）

 教育事業グループ

   高校講座事業 21,641 25,690

   中学講座事業 33,698 40,837

   小学講座事業 51,945 60,650

   こどもちゃれんじ事業 19,769 24,821

   文教カンパニー 25,915 35,179

   その他 28,406 34,561

小計 181,377 221,742

 Women ＆ Family(ウィミン アンド ファミリー）カンパニー 19,873 25,635

 Senior(シニア)カンパニー 29,895 37,130

 語学カンパニー 53,546 67,817

 アビバ事業 6,421 9,669

 その他事業 18,974 22,518

合計 310,088 384,514

 (注)セグメント間の内部売上高は含んでおりません。
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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３四半期連結会計期間 

 
  

当第３四半期連結累計期間 

 
  

当第３四半期連結会計期間 

 
  

当第３四半期連結累計期間 

（教育事業グループにおける進研ゼミ事業の概要）

講座

延べ在籍数(千人)

当第３四半期
連結会計期間 

（10月～12月累計)

 高校講座 757

 中学講座 1,877

 小学講座 4,421

 こどもちゃれんじ 3,654

合計 10,711

講座

延べ在籍数(千人)

当第３四半期
連結累計期間 

（４月～12月累計)

前連結会計年度 
（４月～３月累計)

 高校講座 2,548 3,060

 中学講座 6,087 7,903

 小学講座 13,895 17,733

 こどもちゃれんじ 10,431 14,716

合計 32,962 43,413

（語学カンパニーにおけるBerlitz International, Inc.の語学レッスン数）

地域

語学レッスン数
(千レッスン)

当第３四半期
連結会計期間 

（７月～９月累計)

 北米 230

 アジア 524

 ラテンアメリカ 383

 ヨーロッパ 632

合計 1,770

地域

語学レッスン数 
(千レッスン)

当第３四半期
連結累計期間 

（１月～９月累計)

前連結会計年度 
（１月～12月累計）

 北米 695 966 

 アジア 1,573 2,068 

 ラテンアメリカ 1,101 1,462 

 ヨーロッパ 2,130 2,647 

合計 5,500 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。
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は、3,172億１千１百万円と、前連結会計年度末に比べ13.5％、
493億７千３百万円減少しました。 
 流動資産は、1,532億３千９百万円と、前連結会計年度末に比べ12.9％、226億６千万円減少しました。
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、748億８百万円と、前連結会計年度末に比べ3.0％、22億２百万円増加しました。 
 無形固定資産は、304億１千万円と、前連結会計年度末に比べ48.5％、286億５千５百万円減少しまし
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、Berlitz International, 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、587億５千２百万円と、前連結会計年度末に比べ0.4％、２億５千９百万円減少し
ました。 
 当第３四半期連結会計期間末の総負債は、1,435億２千６百万円と、前連結会計年度末に比べ12.6％、
207億１千５百万円減少しました。 
 流動負債は、1,174億２千５百万円と、前連結会計年度末に比べ16.3％、228億５千万円減少しました。
この減少は、未払法人税等の増加41億２千８百万円があったものの、前受金の減少192億７千３百万円、
及び未払金の減少58億２千１百万円等によります。 
 固定負債は、261億１百万円と、前連結会計年度末に比べ8.9％、21億３千５百万円増加しました。 
 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、1,736億８千４百万円と、前連結会計年度末に比べ14.2％、
286億５千７百万円減少しました。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132億３
千万円があったものの、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、Berlitz International, 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132億６
千２百万円、及び剰余金の配当90億６千５百万円があったこと等によります。 
  

平成21年3月期通期の連結業績予想につきましては、平成20年10月30日に公表しました「平成21年３月
期 第２四半期決算短信」に記載のとおりであり、業績予想は修正しておりません。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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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 

当社及び国内連結会社は、税金費用について、当第３四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３四半期連結累計期間ののれん償却費1,586百万円
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1,586百万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。 

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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 45,730 50,414

受取手形及び売掛金 25,740 28,298

有価証券 36,169 38,296

商品 733 573

製品 10,117 12,147

原材料 23 29

仕掛品 5,145 2,905

その他 31,457 45,077

貸倒引当金 △1,879 △1,843

流動資産合計 153,239 175,899

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 28,357 28,598

土地 36,209 35,046

その他（純額） 10,241 8,961

有形固定資産合計 74,808 72,606

無形固定資産   

のれん 15,570 44,848

その他 14,840 14,217

無形固定資産合計 30,410 59,066

投資その他の資産   

投資有価証券 30,562 33,057

その他 28,395 26,181

貸倒引当金 △204 △227

投資その他の資産合計 58,752 59,011

固定資産合計 163,972 190,684

資産合計 317,211 366,584
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,758 11,762

短期借入金 1,661 1,187

1年内返済予定の長期借入金 425 683

未払法人税等 11,796 7,667

前受金 58,587 77,861

添削料引当金 812 748

賞与引当金 3,169 5,892

返品調整引当金 503 555

その他 29,710 33,917

流動負債合計 117,425 140,276

固定負債   

長期借入金 285 536

退職給付引当金 2,681 2,598

役員退職慰労引当金 1,515 1,563

その他 21,617 19,267

固定負債合計 26,101 23,965

負債合計 143,526 164,242

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 154,988 170,337

自己株式 △25,678 △12,773

株主資本合計 172,268 200,522

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,399 △473

為替換算調整勘定 △2,592 △1,526

評価・換算差額等合計 △3,991 △1,999

新株予約権 493 304

少数株主持分 4,913 3,514

純資産合計 173,684 202,342

負債純資産合計 317,211 366,584
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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：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 310,088

売上原価 152,917

売上総利益 157,171

返品調整引当金戻入額 555

返品調整引当金繰入額 503

差引売上総利益 157,223

販売費及び一般管理費  

ダイレクトメール費 15,849

広告宣伝費 9,490

給料及び手当 26,434

賞与引当金繰入額 1,743

退職給付引当金繰入額 654

役員退職慰労引当金繰入額 125

貸倒引当金繰入額 441

その他 62,135

販売費及び一般管理費合計 116,875

営業利益 40,348

営業外収益  

受取利息 1,060

デリバティブ運用収益 1,133

その他 1,013

営業外収益合計 3,207

営業外費用  

為替差損 1,788

その他 806

営業外費用合計 2,595

経常利益 40,960

特別利益  

固定資産売却益 0

子会社株式売却益 2,737

事業譲渡益 100

特別利益合計 2,837

特別損失  

固定資産除売却損 355

のれん償却額 ※１  7,619

投資有価証券評価損 1,556

その他 232

特別損失合計 9,763

税金等調整前四半期純利益 34,035

法人税等 20,266

少数株主利益 538

四半期純利益 13,230
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 102,031

売上原価 50,097

売上総利益 51,934

返品調整引当金戻入額 500

返品調整引当金繰入額 503

差引売上総利益 51,931

販売費及び一般管理費  

ダイレクトメール費 7,522

広告宣伝費 3,677

給料及び手当 7,920

賞与引当金繰入額 1,743

退職給付引当金繰入額 219

役員退職慰労引当金繰入額 41

貸倒引当金繰入額 74

その他 20,927

販売費及び一般管理費合計 42,126

営業利益 9,805

営業外収益  

受取利息 340

デリバティブ運用収益 848

その他 442

営業外収益合計 1,631

営業外費用  

為替差損 956

その他 230

営業外費用合計 1,187

経常利益 10,249

特別利益  

事業譲渡益 100

特別利益合計 100

特別損失  

固定資産除売却損 136

投資有価証券評価損 12

その他 1

特別損失合計 150

税金等調整前四半期純利益 10,199

法人税等 5,484

少数株主利益 123

四半期純利益 4,591
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 34,035

減価償却費 10,166

のれん償却額 7,619

引当金の増減額（△は減少） △2,796

子会社株式売却損益（△は益） △2,737

その他の損益（△は益） 942

売上債権の増減額（△は増加） 2,074

たな卸資産の増減額（△は増加） △561

未収入金の増減額（△は増加） 14,988

仕入債務の増減額（△は減少） △926

未払金の増減額（△は減少） △5,740

前受金の増減額（△は減少） △18,353

その他の資産・負債の増減額 2,999

小計 41,710

利息及び配当金の受取額 1,307

利息の支払額 △38

法人税等の支払額 △15,874

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,103

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 △60,031

有価証券の売却による収入 63,319

有形固定資産の取得による支出 △5,796

ソフトウエアの取得による支出 △4,091

投資有価証券の取得による支出 △4,722

投資有価証券の売却による収入 3,706

子会社株式の売却による収入 4,464

事業譲渡による収入 100

事業譲受による支出 △535

定期預金の増減額（△は増加） △125

その他 △2,505

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,217

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） 473

長期借入金の返済による支出 △507

配当金の支払額 △9,065

ストックオプションの行使による収入 260

自己株式の取得による支出 △13,262

連結子会社の自己株式取得による支出 △668

その他 △321

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,092

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,288

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 67,488
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 
  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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、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 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

【事業の種類別セグメント情報】

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
58,320 7,199 9,994 18,361 1,890 6,264 102,031 - 102,031

(2)セグメント間の内部  

   売上高又は振替高
4 1 - 24 4 5,032 5,066 (5,066) -

計 58,325 7,200 9,994 18,386 1,895 11,297 107,098 (5,066) 102,031

   営業利益又は 

   営業損失(△)
9,359 318 541 1,146 △ 26 △ 114 11,225 (1,419) 9,805

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
181,377 19,873 29,895 53,546 6,421 18,974 310,088 - 310,088

(2)セグメント間の内部  

  売上高又は振替高
13 3 0 64 14 14,514 14,611 (14,611) -

計 181,391 19,876 29,895 53,611 6,435 33,489 324,700 (14,611) 310,088

   営業利益又は 

   営業損失(△)
38,075 1,102 1,889 3,741 376 △ 451 44,734 (4,386) 40,348

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３四半期連結累計期間で1,586百万円減少し

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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 
  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間で「日本」の営業利益は244百万円、「北米」の営業利益

は1,341百万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。 

  

【所在地別セグメント情報】

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
86,558 4,879 10,593 102,031 ─ 102,031

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
25 1 676 703 (703) ─

計 86,584 4,880 11,270 102,735 (703) 102,031

営業利益又は営業損失(△) 9,124 918 △237 9,805 ─ 9,805

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
265,286 12,960 31,841 310,088 ─ 310,088

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
92 3 3,538 3,634 (3,634) ─

計 265,378 12,963 35,380 313,722 (3,634) 310,088

営業利益又は営業損失(△) 38,391 2,203 △246 40,348 ─ 40,348

㈱ベネッセコーポレーション(9783)　平成21年3月期　第3四半期決算短信

－14－



当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 
  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四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3,108,700株、
13,252百万円を取得いたしました。なお、当第３四半期連結会計期間末における自己株式は
7,510,959株、25,678百万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３四半期連結会計期間末における利益剰余金は
154,988百万円となっております。 

  

【海外売上高】

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 4,880 10,609 15,489

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 102,031

Ⅲ 連結売上高に占める
4.8 10.4 15.2

  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) 12,965 31,880 44,846

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 310,088

Ⅲ 連結売上高に占める
4.2 10.3 14.5

  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３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日

   至 平成20年12月31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）（要約）前四半期連結損益計算書 

「参考資料」

（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日）

区     分 金  額

Ⅰ 売上高 283,455

Ⅱ 売上原価 141,070

 売上総利益 142,384

Ⅲ 販売費及び一般管理費 106,381

 営業利益 36,002

Ⅳ 営業外収益 2,208

Ⅴ 営業外費用 1,088

 経常利益 37,123

Ⅵ 特別利益 165

Ⅶ 特別損失 1,231

 税金等調整前 
 四半期純利益

36,056

  法人税等 16,030

   少数株主損益 116

   四半期純利益 19,909

㈱ベネッセコーポレーション(9783)　平成21年3月期　第3四半期決算短信

－17－



（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３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31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純利益 36,056

2 減価償却費 8,548

3 その他 △ 34,704

   営業活動によるキャッシュ・フロー 9,900

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 △ 12,701

2 有価証券・投資有価証券の売却による収入 14,333

3 その他 △ 14,543

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 12,911

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 配当金の支払額 △ 9,199

2 自己株式の取得による支出 △ 3,695

3 その他 △ 741

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 13,636

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 144

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 16,793

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 56,572
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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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 

   前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

   
(注)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
161,859 19,300 27,548 50,552 7,327 16,866 283,455 - 283,455

(2)セグメント間の内部  

   売上高又は振替高
17 4 - 61 14 13,986 14,084 (14,084) -

計 161,877 19,304 27,548 50,613 7,341 30,853 297,539 (14,084) 283,455

   営業利益又は 

   営業損失(△)
31,633 1,822 2,002 5,581 △314 △766 39,958 (3,956) 36,002

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

Lifetime Value（ライフタイム
雑誌他

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
242,649 12,551 28,254 283,455 ─ 283,455

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
51 2 3,095 3,148 (3,148) ─

計 242,701 12,553 31,349 286,604 (3,148) 283,455

営業利益又は営業損失(△) 32,640 3,570 △208 36,002 ─ 36,002
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  ③海外売上高 

   前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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) 12,551 28,320 40,872

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 283,455

Ⅲ 連結売上高に占める
4.4 10.0 14.4

  海外売上高の割合(％)
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