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

22年3月期第3四半期 301,658 △2.7 38,305 △5.1 39,406 △3.8 19,028 43.8
21年3月期第3四半期 310,088 ― 40,348 ― 40,960 ― 13,230 ―

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3四半期 192.76 192.67
21年3月期第3四半期 132.14 131.87

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3四半期 320,909 179,590 54.1 1,760.74
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3四半期  173,659百万円 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

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

21年3月期 ― 45.00 ― 45.00 90.00
22年3月期 ― 45.00 ―

22年3月期 
（予想）

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 408,400 △1.0 37,500 △4.2 38,500 △2.0 18,900 77.0 191.38
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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）  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。 

(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） 

(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およ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。 

新規 1社 （社名 株式会社ベネッセコーポレーション ） 除外 ―社 （社名 ― ）

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3四半期 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3四半期  7,724,605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3四半期  98,712,704株 21年3月期第3四半期 100,126,247株
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当第３四半期連結累計期間のベネッセグループの業績は、連結売上高は対前年同期比で減収となりまし
た。また、利益面では連結営業利益及び連結経常利益は対前年同期比で減益となりましたが、連結四半期
純利益は増益となりました。 

連結売上高は、基幹事業である教育事業における通信教育事業の延べ在籍数増加や高校向け事業の拡大
等による増収、及び㈱ベネッセスタイルケアが高齢者向け生活ホーム数を拡大し、入居者数を増加させた
ことに伴う増収等があったものの、米国子会社Berlitz International, Inc.における為替換算時のマイ
ナス影響や世界各地域でのレッスン数の減少、㈱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一括徴収から月次
で徴収する方法に変更したことや、生徒数が減少したこと等により、3,016億５千８百万円、対前年同期
比2.7％の減収となりました。 

連結営業利益は、教育事業の増収に伴う増益等があったものの、Berlitz International, Inc.におけ
る減収に伴う減益、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の立ち上
げ費用の発生や広告売上の減少等により、383億５百万円、対前年同期比5.1％の減益、連結経常利益は
394億６百万円、対前年同期比3.8％の減益となりました。 

連結四半期純利益は、前年同期に発生した㈱テレマーケティングジャパンの株式売却益27億３千７百万
円や、㈱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う同社に係るのれん償却額76
億１千９百万円がなくなったこと等により、190億２千８百万円、対前年同期比43.8％の増益となりまし
た。 

  

  

教育事業グループの連結売上高は、1,855億４千２百万円と、対前年同期比2.3％の増収となりました。

売上高は、㈱東京個別指導学院で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
や、生徒数が減少したこと等により減収となったものの、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、韓国でも通信教育事業の延べ在籍数が増加したこ
と、当期において東京大学を中心とする難関大学受験指導専門塾「鉄緑会」事業を承継したこと、及び高
校向け事業が堅調に推移したこと等により、増収となりました。 

営業利益は、㈱東京個別指導学院での減収に伴う減益等があったものの、国内の通信教育事業の増収に
伴う増益や、高校向け事業の増収に伴う増益、及び中国、韓国における通信教育事業の増収に伴う赤字の
減少等により、419億８百万円と、対前年同期比10.1％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、207億７千６百万円と、
対前年同期比4.5％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」等の広告売上の減少に伴う減収が
あったものの、妊娠６ヵ月から生後５ヵ月までの母親と家族向け通信講座「たまひよbefa!（ビーフ
ァ）」を平成21年２月に、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。 

利益面では、広告売上の減少や、新規事業の立ち上げ費用増加等により、１億５千６百万円の営業損失
（前年同期は11億２百万円の営業利益）となりました。 

なお、「ハピコレ」は、平成21年12月をもって事業収束が決定しました。 

  

Senior（シニア）カンパニーの連結売上高は、325億４百万円と、対前年同期比8.7％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高齢者向け生活ホーム数を拡大し、前年同期に比べ
入居者数を増やしたことによります。当第３四半期末のシリーズごとのホーム数は、「アリア」が12ヵ
所、「くらら（ケアハウス含む）」が40ヵ所、「グラニー＆グランダ」が63ヵ所、「まどか」が31ヵ所と
なり、合計では前期末に比べ７ヵ所増加し146ヵ所となりました。 

営業利益は、主に処遇改善及び新卒採用拡大に伴う労務費の上昇等により、16億８千２百万円と対前年
同期比11.0％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

[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、404億５百万円と、対前年同期比24.6％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、及び世界的な景気低迷による法人需要の減少等により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。 

営業利益は、Berlitz International, Inc.における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、８千万円と対前年同期比97.8％の減益となりました。 

  

アビバ事業の連結売上高は、45億９千５百万円と対前年同期比28.6％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、「のれん」の償却費が今年度から発生しなくなったものの、減収に伴う減益等により３億
３千４百万円と対前年同期比11.1％の減益となりました。 

  

その他事業の連結売上高は、321億６千３百万円と対前年同期比4.0％の減収となりました。 

売上高の減少は、主に、㈱シンフォームの減収によります。 

利益面では、IT基盤の強化に伴う費用等はあったものの、「ベネッセチャンネル」の事業収束に伴う費
用減等により、８千１百万円の営業損失（前年同期は４億５千１百万円の営業損失）となりました。 

  

日本においては、Berlitz International, Inc.における日本でのレッスン数の減少、㈱アビバでのパ
ソコン教室数削減に伴う売上の減少、及び㈱東京個別指導学院で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や生徒数の減少等による減収があったものの、通信教育事業の延べ在籍数増
加や高校向け事業の伸張等による増収、及び㈱ベネッセスタイルケアが高齢者向け生活ホーム数を拡大
し、入居者数を増加させたこと等により、売上高は2,668億１千６百万円と対前年同期比0.5％の増収とな
りました。 

営業利益は、教育事業での増収による増益はあったものの、Berlitz International, Inc.の日本での
減収に伴う減益、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
用の増加、及び㈱ベネッセスタイルケアでの処遇改善及び新卒採用拡大に伴う労務費の上昇等により、
381億２千６百万円、対前年同期比0.7％の減益となりました。 

北米及びその他の地域におきましては、中国及び韓国における通信教育事業の売上拡大はあったもの
の、Berlitz International, Inc.における為替換算時のマイナス影響やレッスン数減少等により、売上
高は385億４百万円と対前年同期比20.4％の減収となりました。 

営業利益は、中国及び韓国における通信教育事業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、１億７千８百万円と対前年同期比90.9％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」、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。 

  

[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
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（注） セグメント間の内部売上高は含んでおりません。 

  

（ 販売実績 ）

第３四半期連結会計期間

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 
（％）

前第３四半期
連結会計期間 

（10月～12月累計）

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 6,599 102.5

   中学講座事業 10,470 10,616 101.4

   小学講座事業 16,397 16,783 102.4

   こどもちゃれんじ事業 6,915 6,886 99.6

   文教カンパニー 9,115 9,663 106.0

   その他 8,983 9,870 109.9

小計 58,320 60,420 103.6

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

7,199 7,417 103.0

 Senior(シニア)カンパニー 9,994 11,229 112.4

 語学カンパニー 18,361 13,932 75.9

 アビバ事業 1,890 1,445 76.5

 その他事業 6,264 5,969 95.3

合計 102,031 100,415 98.4

第３四半期連結累計期間

事業の種類別セグメントの名称

販売高(百万円)

前年同期比 
（％）

前連結会計年度
（４月～３月累計）

（百万円）

前第３四半期
連結累計期間 

（４月～12月累計）

当第３四半期
連結累計期間 

（４月～12月累計）

 教育事業グループ

   高校講座事業 21,641 22,370 103.4 27,755

   中学講座事業 33,698 34,711 103.0 44,053

   小学講座事業 51,945 53,359 102.7 68,831

   こどもちゃれんじ事業 19,769 19,834 100.3 26,869

   文教カンパニー 25,915 26,568 102.5 36,388

   その他 28,406 28,645 100.8 40,626

小計 181,377 185,489 102.3 244,525

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

19,873 20,765 104.5 26,408

 Senior(シニア)カンパニー 29,895 32,475 108.6 40,354

 語学カンパニー 53,546 40,338 75.3 68,394

 アビバ事業 6,421 4,586 71.4 8,147

 その他事業 18,974 18,003 94.9 24,881

合計 310,088 301,658 97.3 412,711
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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。 

（ 教育事業グループにおける進研ゼミ事業の概要 ）

第３四半期連結会計期間

講座

延べ在籍数(千人)

前年同期比 
（％）

前第３四半期
連結会計期間 

（10月～12月累計)

当第３四半期
連結会計期間 

（10月～12月累計)

 高校講座 757 788 104.1

 中学講座 1,877 1,914 102.0

 小学講座 4,421 4,541 102.7

 こどもちゃれんじ 3,654 3,523 96.4

合計 10,711 10,767 100.5

第３四半期連結累計期間

講座

延べ在籍数(千人)

前年同期比 
（％）

連結会計年度
(４月～３月累計)

（千人）

前第３四半期
連結累計期間 

（４月～12月累計)

当第３四半期
連結累計期間 

（４月～12月累計)

 高校講座 2,548 2,672 104.9 3,279

 中学講座 6,087 6,240 102.5 7,967

 小学講座 13,895 14,303 102.9 18,395

 こどもちゃれんじ 10,431 10,095 96.8 14,257

合計 32,962 33,312 101.1 43,900

 

 

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

第３四半期連結会計期間

地域

語学レッスン数
(千レッスン)

前年同期比 
（％）前第３四半期

連結会計期間 
（７月～９月累計)

当第３四半期
連結会計期間 

（７月～９月累計)

 北米 230 186 80.8 

 アジア 524 400 76.4 

 ラテンアメリカ 383 303 79.1 

 ヨーロッパ 632 596 94.4 

合計 1,770 1,487 84.0 

第３四半期連結累計期間

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
（１～12月累計） 
（千レッスン）

前第３四半期
連結累計期間 

（１月～９月累計)

当第３四半期
連結累計期間 

（１月～９月累計)

 北米 695 583 83.9 906 

 アジア 1,573 1,249 79.4 2,051 

 ラテンアメリカ 1,101 900 81.8 1,453 

 ヨーロッパ 2,130 1,979 92.9 2,844 

合計 5,500 4,713 85.7 7,256 
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は、3,209億９百万円と、前連結会計年度末に比べ、6.5％、222
億１千９百万円減少しました。 

流動資産は、1,535億２千４百万円と、前連結会計年度末に比べ、14.6％、263億２千５百万円減少しま
した。この減少は、現金及び預金の増加112億２千８百万円があるものの、未収入金の減少193億４千５百
万円、有価証券の減少189億７千２百万円等によるものです。 

有形固定資産は、754億５千２百万円と、前連結会計年度末に比べ、1.1％、８億４千３百万円増加しま
した。 

無形固定資産は、348億１千９百万円と、前連結会計年度末に比べ、16.5％、49億２千４百万円増加し
ました。この増加は、主にソフトウエアの増加によるものです。 

投資その他の資産は、571億１千２百万円と、前連結会計年度末に比べ、2.8％、16億６千１百万円減少
しました。 

当第３四半期連結会計期間末の総負債は、1,413億１千８百万円と、前連結会計年度末に比べ、
19.1％、333億１千３百万円減少しました。 

流動負債は、1,121億３千万円と、前連結会計年度末に比べ、24.1％、356億９千４百万円減少しまし
た。この減少は主に前受金の減少208億９千９百万円及び未払金の減少71億６千８百万円によるもので
す。 

固定負債は、291億８千７百万円と、前連結会計年度末に比べ、8.9％、23億８千１百万円増加しまし
た。この増加は、㈱ベネッセスタイルケアの長期預り保証金の増加、及びリース債務の増加等によるもの
です。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、1,795億９千万円と、前連結会計年度末に比べ、6.6％、110
億９千３百万円増加しました。この増加は、剰余金の配当88億８千８百万円及び自己株式の取得15億１千
３百万円があったものの、四半期純利益の増加に伴う利益剰余金の増加190億２千８百万円があったこと
等によります。 

  

平成22年3月期通期の連結業績予想につきましては、平成21年10月30日に公表しました「平成22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。 

  

  

  
  

当社は平成21年10月１日付で、新設分割の方法による会社分割を行い、新設した100％子会社に当社
の事業を承継させ、持株会社体制へ移行しました。これに伴い、当社は商号を「株式会社ベネッセホー
ルディングス」に変更し、同日付で「株式会社ベネッセコーポレーション」を新設し、当第３四半期連
結会計期間から連結子会社といたしました。 

  

（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。

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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

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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 54,012 42,784

受取手形及び売掛金 23,980 24,400

有価証券 24,544 43,517

商品及び製品 12,142 14,112

仕掛品 5,412 3,685

原材料及び貯蔵品 1,869 1,780

その他 33,267 51,358

貸倒引当金 △1,704 △1,788

流動資産合計 153,524 179,850

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 29,155 29,223

土地 36,095 36,092

その他（純額） 10,201 9,293

有形固定資産合計 75,452 74,609

無形固定資産   

のれん 12,838 13,157

その他 21,981 16,737

無形固定資産合計 34,819 29,895

投資その他の資産   

投資有価証券 26,767 29,374

その他 30,551 29,670

貸倒引当金 △206 △272

投資その他の資産合計 57,112 58,773

固定資産合計 167,384 163,278

資産合計 320,909 343,128
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,632 12,398

短期借入金 1,301 1,628

1年内返済予定の長期借入金 80 281

未払法人税等 8,346 11,458

前受金 58,697 79,596

添削料引当金 800 768

賞与引当金 3,303 6,174

返品調整引当金 486 522

その他 28,480 34,998

流動負債合計 112,130 147,825

固定負債   

長期借入金 244 269

退職給付引当金 2,894 2,774

役員退職慰労引当金 1,413 1,547

その他 24,634 22,215

固定負債合計 29,187 26,806

負債合計 141,318 174,631

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 162,585 152,239

自己株式 △26,552 △25,451

株主資本合計 178,991 169,746

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △107 △1,634

為替換算調整勘定 △5,224 △5,226

評価・換算差額等合計 △5,331 △6,860

新株予約権 651 551

少数株主持分 5,280 5,059

純資産合計 179,590 168,497

負債純資産合計 320,909 343,128
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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)

前第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) 

当第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) 

売上高 310,088 301,658

売上原価 152,917 147,180

売上総利益 157,171 154,478

返品調整引当金戻入額 555 522

返品調整引当金繰入額 503 486

差引売上総利益 157,223 154,513

販売費及び一般管理費   

ダイレクトメール費 15,849 17,175

広告宣伝費 9,490 8,542

給料及び手当 26,434 26,269

賞与引当金繰入額 1,743 1,640

退職給付引当金繰入額 654 790

役員退職慰労引当金繰入額 125 104

貸倒引当金繰入額 441 405

その他 62,135 61,279

販売費及び一般管理費合計 116,875 116,207

営業利益 40,348 38,305

営業外収益   

受取利息 1,060 537

固定資産賃貸料 － 324

為替差益 － 375

デリバティブ運用収益 1,133 －

その他 1,013 569

営業外収益合計 3,207 1,807

営業外費用   

固定資産賃貸費用 － 127

為替差損 1,788 －

デリバティブ運用損失 － 335

その他 806 244

営業外費用合計 2,595 706

経常利益 40,960 39,406

特別利益   

固定資産売却益 0 1

子会社株式売却益 2,737 －

持分変動利益 － 2

事業譲渡益 100 －

特別利益合計 2,837 3

特別損失   

固定資産除売却損 355 116

のれん償却額 7,619 －

投資有価証券評価損 1,556 3

事業整理損 － ※１  1,087

拠点移転損失 － 79

その他 232 －

特別損失合計 9,763 1,287

税金等調整前四半期純利益 34,035 38,123

法人税等 20,266 18,652

少数株主利益 538 442

四半期純利益 13,230 19,028
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第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３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 102,031 100,415

売上原価 50,097 48,056

売上総利益 51,934 52,358

返品調整引当金戻入額 500 449

返品調整引当金繰入額 503 486

差引売上総利益 51,931 52,322

販売費及び一般管理費   

ダイレクトメール費 7,522 8,003

広告宣伝費 3,677 3,061

給料及び手当 7,920 8,132

賞与引当金繰入額 1,743 1,640

退職給付引当金繰入額 219 263

役員退職慰労引当金繰入額 41 28

貸倒引当金繰入額 74 18

その他 20,927 20,404

販売費及び一般管理費合計 42,126 41,551

営業利益 9,805 10,770

営業外収益   

受取利息 340 146

固定資産賃貸料 － 105

為替差益 － 248

デリバティブ運用収益 848 －

その他 442 269

営業外収益合計 1,631 769

営業外費用   

固定資産賃貸費用 － 37

為替差損 956 －

デリバティブ運用損失 － 226

その他 230 49

営業外費用合計 1,187 314

経常利益 10,249 11,226

特別利益   

固定資産売却益 － 1

事業譲渡益 100 －

特別利益合計 100 1

特別損失   

固定資産除売却損 136 13

投資有価証券評価損 12 －

事業整理損 － ※１  914

その他 1 －

特別損失合計 150 928

税金等調整前四半期純利益 10,199 10,299

法人税等 5,484 5,851

少数株主利益 123 207

四半期純利益 4,591 4,240
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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) 

当第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) 

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 38,123

減価償却費 10,166 9,756

のれん償却額 7,619 －

引当金の増減額（△は減少） △2,796 △3,322

子会社株式売却損益（△は益） △2,737 －

事業整理損失 － 1,087

その他の損益（△は益） 942 △249

売上債権の増減額（△は増加） 2,074 574

たな卸資産の増減額（△は増加） △561 △521

未収入金の増減額（△は増加） 14,988 19,193

仕入債務の増減額（△は減少） △926 △1,939

未払金の増減額（△は減少） △5,740 △4,997

前受金の増減額（△は減少） △18,353 △21,380

その他の資産・負債の増減額 2,999 643

小計 41,710 36,967

利息及び配当金の受取額 1,307 777

利息の支払額 △38 △46

法人税等の支払額 △15,874 △20,172

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,103 17,526

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 △47,969

有価証券の売却による収入 63,319 45,976

有形固定資産の取得による支出 △5,796 △3,678

ソフトウエアの取得による支出 △4,091 △11,126

投資有価証券の取得による支出 △4,722 △2,965

投資有価証券の売却による収入 3,706 4,876

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 －

事業譲渡による収入 100 －

吸収分割による支出 － △1,681

定期預金の純増減額（△は増加） △125 △80

その他 △2,505 △3,326

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,217 △19,974

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 △319

長期借入金の返済による支出 △507 △268

配当金の支払額 △9,065 △8,860

ストックオプションの行使による収入 260 311

自己株式の取得による支出 △13,262 △1,513

子会社の自己株式の取得による支出 △668 －

その他 △321 △500

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,092 △11,151

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,082 159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,288 △13,440

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 67,488 64,141
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該当事項はありません。 

  

前第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） 

 
  

(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 

 
  ３ 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。 

  ４ 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）を早期に適用しております。 

  

当第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） 

 
  

(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

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

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
60,420 7,417 11,229 13,932 1,445 5,969 100,415 - 100,415

(2)セグメント間の内部  

   売上高又は振替高
14 11 28 26 3 4,704 4,789 (4,789) -

計 60,435 7,429 11,258 13,959 1,449 10,673 105,205 (4,789) 100,415

    営業利益 11,188 9 940 426 87 253 12,905 (2,134) 10,770
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(注)１ 事業区分の方法 

   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 

 
  

前第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 

 
  ３ 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 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。 

  

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

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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当第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） 

 
  

(注)１ 事業区分の方法 

   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 

 
  

前第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） 

 
  

(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 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。 

  ３ 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）を早期に適用しております。 

  

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
185,489 20,765 32,475 40,338 4,586 18,003 301,658 - 301,658

(2)セグメント間の内部  

   売上高又は振替高
53 11 28 67 9 14,159 14,329 (14,329) -

計 185,542 20,776 32,504 40,405 4,595 32,163 315,987 (14,329) 301,658

   営業利益又は 

   営業損失(△)
41,908 △156 1,682 80 334 △81 43,768 (5,463) 38,305

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

【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
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当第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） 

 
  

(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 

  

前第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 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 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） 

 
  

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
88,326 3,596 8,493 100,415 ─ 100,415

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
38 1 821 860 (860) ─

計 88,364 3,597 9,314 101,276 (860) 100,415

営業利益又は営業損失(△) 10,503 346 △79 10,770 ─ 10,770

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

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
266,705 10,321 24,631 301,658 ─ 301,658

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
111 3 3,548 3,662 (3,662) ─

計 266,816 10,324 28,180 305,321 (3,662) 301,658

営業利益又は営業損失(△) 38,126 739 △560 38,305 ─ 38,305

㈱ベネッセホールディングス（9783）　平成22年3月期　第3四半期決算短信

－16－



(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 

  

前第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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 
  

前第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） 

 
  

当第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） 

 
  

(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。 

  

【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) 3,593 8,504 12,097

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 100,415

Ⅲ 連結売上高に占める
3.6 8.4 12.0

  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(％)

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 10,321 24,676 34,997

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 301,658

Ⅲ 連結売上高に占める
3.4 8.2 11.6

  海外売上高の割合(％)
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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400,000株、
1,511百万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
7,724,605株、26,552百万円となっております。 

  

注記項目 

（四半期連結損益計算書関係） 

  

 
  

 
  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. 【その他の情報】

当第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)

※１ 事業整理損の内容は、次のとおりであります。

内容 金額（百万円） 内訳（百万円）

連結子会社㈱シンフォームにおける
情報処理システム開発・運営・保守
事業の収束に伴う損失

173
第三者への業務移管
費用等

連結子会社㈱ベネッセコーポレーシ
ョンにおける社会人女性向け在宅レ
ッスン事業の収束に伴う損失

914
たな卸資産評価損 730

固定資産除却損等 184

 

 

当第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)

※１ 事業整理損の内容は、次のとおりであります。

内容 金額（百万円） 内訳（百万円）

連結子会社㈱ベネッセコーポレーシ
ョンにおける社会人女性向け在宅レ
ッスン事業の収束に伴う損失

914
たな卸資産評価損 730

固定資産除却損等 184
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