
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社ベネッセコーポレーション 上場取引所 東 大 

コード番号 9783 URL http://www.benesse.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長兼COO （氏名） 福島 保

問合せ先責任者 （役職名） CFO （氏名） 杉山 直人 TEL 042-356-0808
四半期報告書提出予定日 平成21年8月11日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 99,077 △4.0 10,361 △19.2 10,701 △17.6 4,797 △35.0

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

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

22年3月期第1四半期 48.51 48.49
21年3月期第1四半期 72.83 72.67

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

22年3月期第1四半期 327,675 169,501 50.1 1,663.71
21年3月期 343,128 168,497 47.5 1,646.83

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  164,033百万円 21年3月期  162,885百万円

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

21年3月期 ― 45.00 ― 45.00 90.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

45.00 ― 45.00 90.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

206,200 △0.9 28,300 △7.3 28,700 △6.5 15,600 80.6 157.72

通期 418,100 1.3 41,000 4.8 41,600 5.9 22,100 107.0 223.44
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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） 

(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 

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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 106,353,453株 21年3月期  106,353,453株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,758,315株 21年3月期  7,444,575株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期  98,907,919株 21年3月期第1四半期 101,301,190株
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当第１四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、対前年同期比減収減益とな
りました。 
売上高については、基幹事業である教育事業において、主力の通信教育講座の延べ在籍数が増加し、好

調に推移しましたが、米国子会社Berlitz International, Inc.における為替換算時のマイナス影響やレ
ッスン数の減少、㈱アビバにおける教室数削減、及び㈱東京個別指導学院において、教室の設備投資につ
いて顧客にご負担していただいている設備費の徴収方法を変更したこと等により、990億７千７百万円
と、対前年同期比4.0％の減収となりました。 
利益については、教育事業の増収に伴う増益があったものの、Berlitz International, Inc.の減収に

伴う減益や、Women ＆ Family（ウィミン アンド ファミリー）カンパニーでの新規事業立ち上げ費用等
により、連結営業利益は103億６千１百万円と、対前年同期比19.2％の減益、連結経常利益は107億１百万
円と、対前年同期比17.6％の減益となりました。連結四半期純利益は、前年同期に、㈱テレマーケティン
グジャパン株式の売却益27億３千７百万円が特別利益に計上されていたこと等により、47億９千７百万円
と、対前年同期比35.0％の減益となりました。 
  

  

教育事業グループの連結売上高は、617億１千４百万円と、対前年同期比0.8％の増収となりました。 
売上高の増加は主に、主力の国内通信教育講座「進研ゼミ」の延べ在籍数が前年同期に比べて増加した

ことに加え、中国、韓国でも通信教育講座の延べ在籍数が増加したことによります。一方、㈱東京個別指
導学院は、設備費の徴収方法を一括徴収から月次で徴収する方法に変更したことに伴い、減収となりまし
た。 
営業利益は、国内通信教育事業における商品力強化のための費用や販売費の増加、及び㈱東京個別指導

学院の設備費の徴収方法変更に伴う減益等があったものの、国内通信教育講座の増収に伴う増益や、海外
通信教育講座の増収に伴う赤字の減少等により、123億７千１百万円と、対前年同期比6.1％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、67億８千９百万円と、
対前年同期比0.4％の増収となりました。 
売上高は、妊娠・出産・育児雑誌「たまごクラブ」「ひよこクラブ」「こっこクラブ」等の広告売上の

減少に伴う減収があったものの、社会人女性に向けた自宅でのレッスンプログラム「ハピコレ」を平成21
年３月に開始したこと等により、増収となりました。 
営業利益は、広告収入の減少や、「ハピコレ」の立ち上げ費用等により、０百万円と、対前年同期比

99.9％の減益となりました。 
  

Senior（シニア）カンパニーの連結売上高は、103億７百万円と、対前年同期比4.7％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、一時入居金型ホームへの新規入居者数が前年同期に比べ減少したこと等により、２千万円

と、対前年同期比96.6％の減益となりました。 
  

語学カンパニーの連結売上高は、130億６千１百万円と、対前年同期比23.1％の減収となりました。 
売上高の減少は、主に、Berlitz International, Inc.において、為替換算時のマイナス影響があった

こと、及び日本をはじめ世界各地域でレッスン数が減少したことによります。 
利益面では、減収に伴う減益及び為替換算時のマイナス影響等により、４億６千万円の営業損失（前年

同期は10億６千７百万円の営業利益）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

[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]

[語学カンパニー]
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アビバ事業の連結売上高は、14億７千９百万円と、対前年同期比36.5％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、減収に伴う減益等により、１億１千３百万円と、対前年同期比39.6％の減益となりまし

た。 
  

その他事業の連結売上高は、107億９千４百万円と、対前年同期比2.7％の減収となりました。 
売上高の減少は主に、㈱テレマーケティングジャパンの減収によります。 
利益面では、㈱テレマーケティングジャパンの減収に伴う減益等により、１億６千６百万円の営業損失

（前年同期は４百万円の営業損失）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等による増収があったものの、㈱アビバにおけ
る教室数の削減、㈱東京個別指導学院における設備費の徴収方法を変更したことに伴う減収、及び
Berlitz International, Inc.における日本でのレッスン数の減少等により、売上高は880億８千８百万円
と、対前年同期比1.4％の減収となりました。 
営業利益は、当社Women ＆ Family（ウィミン アンド ファミリー）カンパニーでの新規事業立ち上げ

に伴う費用の増加、㈱ベネッセスタイルケアでの一時入居金売上の減少に伴う減益、㈱東京個別指導学院
の設備費の徴収方法変更に伴う減益、及びBerlitz International, Inc.における日本での減収に伴う減
益等により、105億２千３百万円と対前年同期比15.9％の減益となりました。 
北米及びその他の地域においては、中国及び韓国における通信教育事業での売上拡大があったものの、

Berlitz International, Inc.における為替換算時のマイナス影響及びレッスン数の減少等により、売上
高は129億３千４百万円と、対前年同期比18.0％の減収となりました。 
利益面では、中国及び韓国における通信教育事業での増収に伴う赤字の減少があったものの、Berlitz 

International, Inc.の減収に伴う減益等により、１億６千２百万円の営業損失（前年同期は３億１千９
百万円の営業利益）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」、及び「(3)所在地別セグメントの業績」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。 

  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。 

  

 
(注)セグメント間の内部売上高は含んでおりません。 

[アビバ事業]

[その他事業]

（3）所在地別セグメントの業績

（販売実績）

事業の種類別セグメントの名称

販売高(百万円)

前年同期比
（％）

前連結会計年度 
（４月～３月累計） 

（百万円）

前第１四半期 
連結累計期間 

（４月～６月累計）

当第１四半期
連結累計期間 

（４月～６月累計）

 教育事業グループ

   高校講座事業 7,890 8,238 104.4 27,755

   中学講座事業 11,891 12,379 104.1 44,053

   小学講座事業 17,986 18,525 103.0 68,831

   こどもちゃれんじ事業 6,446 6,476 100.5 26,869

   文教カンパニー 7,502 7,745 103.2 36,388

   その他 9,474 8,323 87.9 40,626

小計 61,191 61,688 100.8 244,525

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

6,763 6,789 100.4 26,408

 Senior(シニア)カンパニー 9,840 10,307 104.7 40,354

 語学カンパニー 16,964 13,042 76.9 68,394

 アビバ事業 2,325 1,477 63.6 8,147

 その他事業 6,078 5,772 95.0 24,881

合計 103,164 99,077 96.0 412,711
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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。 

 
  

 
(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。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、3,276億７千５百万円と、前連結会計年度末に比べ4.5％、
154億５千３百万円減少しました。 
流動資産は、1,659億５百万円と、前連結会計年度末に比べ7.8％、139億４千４百万円減少しました。

この減少は、主に未収入金の減少によるものです。 
有形固定資産は、747億２千万円と、前連結会計年度末に比べ0.1％、１億１千１百万円増加しました。
無形固定資産は、304億４千８百万円と、前連結会計年度末に比べ、1.8％、５億５千２百万円増加しま

した。 
投資その他の資産は、566億円と、前連結会計年度末に比べ3.7％、21億７千２百万円減少しました。 
当第１四半期連結会計期間末の総負債は、1,581億７千３百万円と、前連結会計年度末に比べ、9.4％、

164億５千７百万円減少しました。 
流動負債は、1,299億６千３百万円と、前連結会計年度末に比べ12.1％、178億６千２百万円減少しまし

た。この減少は、前受金の増加26億８千８百万円があったものの、未払金の減少93億３千４百万円、及び
未払法人税等の減少60億４千４百万円等によるものです。 
固定負債は、282億１千万円と、前連結会計年度末に比べ5.2％、14億４百万円増加しました。 
当第１四半期連結会計期間末の純資産は、1,695億１百万円と、前連結会計年度末に比べ0.6％、10億４

百万円増加しました。 
  

（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)

前年同期比
（％）

前連結会計年度 
（４月～３月累計) 

（千人）

前第１四半期 
連結累計期間 

（４月～６月累計)

当第１四半期
連結累計期間 

（４月～６月累計)

 高校講座 929 983 105.8 3,279

 中学講座 2,164 2,223 102.7 7,967

 小学講座 4,825 4,970 103.0 18,395

 こどもちゃれんじ 3,378 3,284 97.2 14,257

合計 11,298 11,462 101.4 43,900

（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)

前年同期比
（％）

前連結会計年度 
（１月～12月累計) 
（千レッスン）

前第１四半期 
連結累計期間 

（１月～３月累計)

当第１四半期
連結累計期間 

（１月～３月累計)

 北米 228 206 90.2 906

 アジア 518 434 83.7 2,051

 ラテンアメリカ 313 288 91.8 1,453

 ヨーロッパ 724 705 97.3 2,844

合計 1,786 1,633 91.5 7,256

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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国内外での景気後退により、先行き厳しい状況が予想されますが、現時点において、この状況が今後の
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21年４月30日発表の業績予想を
変更しておりません。 
  

  

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。 

  

該当事項はありません。 
  

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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 45,739 42,784

受取手形及び売掛金 23,268 24,400

有価証券 55,397 43,517

商品及び製品 11,771 14,112

仕掛品 4,288 3,685

原材料及び貯蔵品 1,448 1,780

その他 25,788 51,358

貸倒引当金 △1,797 △1,788

流動資産合計 165,905 179,850

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 28,951 29,223

土地 36,104 36,092

その他（純額） 9,664 9,293

有形固定資産合計 74,720 74,609

無形固定資産   

のれん 13,144 13,157

その他 17,303 16,737

無形固定資産合計 30,448 29,895

投資その他の資産   

投資有価証券 27,262 29,374

その他 29,522 29,670

貸倒引当金 △183 △272

投資その他の資産合計 56,600 58,773

固定資産合計 161,769 163,278

資産合計 327,675 343,128
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,238 12,398

短期借入金 1,393 1,628

1年内返済予定の長期借入金 181 281

未払法人税等 5,414 11,458

前受金 82,285 79,596

添削料引当金 977 768

賞与引当金 2,369 6,174

返品調整引当金 499 522

その他 26,603 34,998

流動負債合計 129,963 147,825

固定負債   

長期借入金 252 269

退職給付引当金 2,821 2,774

役員退職慰労引当金 1,573 1,547

その他 23,562 22,215

固定負債合計 28,210 26,806

負債合計 158,173 174,631

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 152,476 152,239

自己株式 △26,667 △25,451

株主資本合計 168,766 169,746

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △851 △1,634

為替換算調整勘定 △3,881 △5,226

評価・換算差額等合計 △4,732 △6,860

新株予約権 617 551

少数株主持分 4,849 5,059

純資産合計 169,501 168,497

負債純資産合計 327,675 343,128
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 103,164 99,077

売上原価 52,179 50,233

売上総利益 50,984 48,844

返品調整引当金戻入額 555 522

返品調整引当金繰入額 540 499

差引売上総利益 50,999 48,866

販売費及び一般管理費   

ダイレクトメール費 4,241 4,937

広告宣伝費 3,115 2,954

給料及び手当 8,050 7,978

賞与引当金繰入額 1,242 1,118

退職給付引当金繰入額 218 265

役員退職慰労引当金繰入額 47 33

貸倒引当金繰入額 203 137

その他 21,051 21,079

販売費及び一般管理費合計 38,171 38,505

営業利益 12,828 10,361

営業外収益   

受取利息 345 202

為替差益 － 158

その他 323 267

営業外収益合計 668 629

営業外費用   

為替差損 12 －

デリバティブ運用損失 150 115

その他 348 173

営業外費用合計 511 288

経常利益 12,984 10,701

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 21

投資有価証券評価損 28 3

事業整理損 － 173

その他 8 －

特別損失合計 128 197

税金等調整前四半期純利益 15,594 10,504

法人税等 8,139 5,762

少数株主利益 76 △56

四半期純利益 7,377 4,797
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 10,504

減価償却費 3,239 3,147

引当金の増減額（△は減少） △3,386 △4,003

子会社株式売却損益（△は益） △2,737 －

その他の損益（△は益） △184 △132

売上債権の増減額（△は増加） 2,397 1,329

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,294 2,072

未収入金の増減額（△は増加） 20,979 25,637

仕入債務の増減額（△は減少） － △2,160

未払金の増減額（△は減少） △7,439 △7,083

前受金の増減額（△は減少） 5,065 2,305

その他の資産・負債の増減額 164 1,665

小計 34,987 33,282

利息及び配当金の受取額 431 320

利息の支払額 △6 △18

法人税等の支払額 △7,675 △11,557

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,738 22,027

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 △26,322

有価証券の売却による収入 9,691 6,630

有形固定資産の取得による支出 △1,696 △922

ソフトウエアの取得による支出 △1,239 △4,117

投資有価証券の取得による支出 △2,096 △142

投資有価証券の売却による収入 1,959 1,654

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 △2,100

その他 △1,455 △522

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,904 △25,843

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 △234

長期借入金の返済による支出 △200 △115

配当金の支払額 △4,582 △4,241

ストックオプションの行使による収入 73 185

自己株式の取得による支出 △7,269 △1,512

その他 △3,687 △146

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,862 △6,065

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,682 834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,711 △9,046

現金及び現金同等物の期首残高 71,777 77,581

現金及び現金同等物の四半期末残高 68,066 68,534
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該当事項はありません。 

  

前第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） 

 
(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 

 
  ３ 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 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 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。 

  

(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)

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

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
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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、前

連結会計年度の第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 

 
  

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
61,688 6,789 10,307 13,042 1,477 5,772 99,077 - 99,077

(2)セグメント間の内部  

  売上高又は振替高
26 - - 18 1 5,022 5,069 (5,069) -

計 61,714 6,789 10,307 13,061 1,479 10,794 104,147 (5,069) 99,077

   営業利益又は 

   営業損失(△)
12,371 0 20 △460 113 △166 11,879 (1,518) 10,361

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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前第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） 

 
(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 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 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 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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

  

【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
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

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
88,052 3,315 7,709 99,077 - 99,077

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
35 0 1,908 1,944 (1,944) -

計 88,088 3,316 9,618 101,022 (1,944) 99,077

営業利益又は営業損失(△) 10,523 145 △307 10,361 - 10,361
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前第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） 

 
  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

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400,000株、
1,511百万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7,758,315
株、26,667百万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) 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
3.7 9.7 13.4

  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) 3,315 7,719 11,034

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 99,077

Ⅲ 連結売上高に占める
3.3 7.8 11.1

  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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