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1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31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 ％

23年３月期第３四半期 307,487 1.9 39,651 3.5 40,721 3.3 21,748 14.3
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 

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

23年３月期第３四半期 220.26 220.21
22年３月期第３四半期 192.76 192.67

 (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

23年３月期第３四半期 359,787 194,291 52.5 1,911.20
22年３月期 356,153 183,169 49.7 1,792.80

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 188,776百万円 22年３月期 176,835百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ―  45.00 ― 45.00 90.00

23年３月期 ― 47.50 ―

23年３月期(予想) 47.50 95.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 415,300 2.1 41,000 8.2 41,300 5.5 22,600 3.3 229.13



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

  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、四

半期決算短信【添付資料】P.3「1.当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.4「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 106,353,453株 22年３月期 106,353,453株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 7,579,273株 22年３月期 7,717,445株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 98,740,438株 22年３月期３Ｑ 98,712,704株

（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示）

（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項）
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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、対前年同期比増収増益となりました。 

連結売上高は、3,074億８千７百万円と、対前年同期比1.9％の増収となりました。増収の要因は、シ

ニア・介護事業領域において、平成22年３月に子会社化した㈱ボンセジュールの売上を第１四半期連結

累計期間から計上したことや、㈱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

が増加したこと、国内及び海外教育事業領域において、通信教育講座の延べ在籍数が増加したこと、大

学入試模擬試験や学習・進路指導教材等の学校向け教育事業が好調に推移したこと等です。また、前期

に事業承継した難関大学受験指導専門塾「鉄緑会」事業の売上高は、前第１四半期連結累計期間には計

上されていなかったため、当第３四半期連結累計期間においては前年同期比で増収となりました。一

方、平成22年３月に㈱アビバ株式のすべてをスリープログループ㈱に譲渡し、子会社に該当しなくなっ

たこと、テレマーケティング事業において法人需要等が減少したこと、生活事業領域において、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」事業を収束したこと等による減収がありまし

た。 

連結営業利益は、国内及び海外通信教育事業の増収に伴う増益、学校向け教育事業の増収に伴う増

益、㈱ベネッセスタイルケアの増収に伴う増益や㈱ボンセジュールの子会社化、「ハピコレ」事業収束

等に伴う費用削減、 語学・グローバル人材教育事業領域におけるBerlitz CorporationのELS事業（留

学支援事業）の増収に伴う増益等により、396億５千１百万円と対前年同期比3.5％の増益となりまし

た。連結経常利益は407億２千１百万円と対前年同期比3.3％の増益となりました。連結四半期純利益

は、「資産除去債務に関する会計基準」等の適用に伴う特別損失６億１千４百万円の計上等があったも

のの、217億４千８百万円と、対前年同期比14.3％の増益となりました。 
  

（注）１ 消費税及び地方税（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。 

 ２ Berlitz Corporationは、平成22年11月１日付でBerlitz International, Inc.から商号変更いたしまし

た。 

  

（販売実績） 

 
（注）セグメント間の内部売上高は含んでおりません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

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）

 国内教育事業領域

   高校講座事業 22,475

   中学講座事業 34,233

   小学講座事業 54,725

   こどもちゃれんじ事業 19,756

   学校向け教育事業 27,247

   その他 21,852

小計 180,291

 海外教育事業領域 6,861

 生活事業領域 21,006

 シニア・介護事業領域 42,849

 語学・グローバル人材教育事業領域 40,056

 その他 16,422

合計 307,487
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（国内教育事業領域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事業であり、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）第１四半期連結会計期間から、「こどもちゃれんじ」の延べ在籍数に「こどもちゃれんじbaby」の延べ在籍数

を含んでおります。前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度における「こどもちゃれんじbaby」の延べ

在籍数はそれぞれ1,033千人、1,256千人であります。 

  

（語学・グローバル人材教育事業領域におけるBerlitz Corporationの語学レッスン数） 

 
（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。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、3,597億８千７百万円と、前連結会計年度末に比べ1.0％、

36億３千４百万円増加しました。 

流動資産は、1,838億７千２百万円と、前連結会計年度末に比べ2.3％、41億８千４百万円増加しまし

た。この増加は、主に現金及び預金が増加したことによるものです。 

有形固定資産は、756億１千１百万円と、前連結会計年度末に比べ0.5％、３億８千３百万円減少しま

した。 

無形固定資産は、456億９千４百万円と、前連結会計年度末に比べ7.5％、31億９千３百万円増加しま

した。この増加は、主にソフトウェアが増加したことによるものです。 

投資その他の資産は、546億１千万円と、前連結会計年度末に比べ5.8％、33億６千万円減少しまし

た。この減少は、主に投資有価証券の減少によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の総負債は、1,654億９千６百万円と、前連結会計年度末に比べ4.3％、

74億８千７百万円減少しました。 

流動負債は、1,184億６千９百万円と、前連結会計年度末に比べ15.0％、209億２千万円減少しまし

た。この減少は、主に前受金が減少したことによるものです。 

固定負債は、470億２千６百万円と、前連結会計年度末に比べ40.0％、134億３千３百万円増加しまし

た。この増加は、主に長期借入金の増加によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、1,942億９千１百万円と、前連結会計年度末に比べ6.1％、

111億２千１百万円増加しました。この増加は、主に利益剰余金が増加したことによるものです。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成22年10月29日に公表いたしました「平成23年３月期 

第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載のとおりであり、業績予想は修正しておりません。 

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 2,672 2,700 101.0 3,418

 中学講座  6,240 6,097 97.7 8,113

 小学講座 14,303 14,792 103.4 18,911

 こどもちゃれんじ 10,095 11,143 110.4 13,811

合計 33,312 34,734 104.3 44,255

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 583 561 96.2 756

 アジア 1,249 1,213 97.2 1,636

 ラテンアメリカ 900 918 101.9 1,174

 ヨーロッパ 1,979 1,827 92.3 2,649

合計 4,713 4,521 95.9 6,216

(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。 

  

第１四半期連結会計期間から、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24

号 平成20年３月10日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ31百万円、税金等調整前四半期純利益は646百万円

減少しております。 

  

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間から、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年

12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、

「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する

会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しておりま

す。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用
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3. 四半期連結財務諸表等

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
（平成22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22年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 69,638 48,877

受取手形及び売掛金 24,792 24,218

有価証券 33,653 31,631

商品及び製品 10,579 13,969

仕掛品 4,948 3,334

原材料及び貯蔵品 1,670 1,707

その他 40,052 57,689

貸倒引当金 △1,463 △1,740

流動資産合計 183,872 179,687

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 28,399 29,016

土地 36,479 36,106

その他（純額） 10,731 10,871

有形固定資産合計 75,611 75,994

無形固定資産

のれん 16,634 18,537

その他 29,060 23,962

無形固定資産合計 45,694 42,500

投資その他の資産

投資有価証券 20,169 25,101

その他 34,526 32,962

貸倒引当金 △86 △93

投資その他の資産合計 54,610 57,970

固定資産合計 175,915 176,466

資産合計 359,787 356,153
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
（平成22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22年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,533 12,025

短期借入金 882 1,447

1年内返済予定の長期借入金 94 122

未払法人税等 12,910 4,864

前受金 58,096 78,691

添削料引当金 880 770

賞与引当金 3,343 6,178

返品調整引当金 427 474

その他 31,299 34,815

流動負債合計 118,469 139,389

固定負債

長期借入金 10,184 219

退職給付引当金 2,961 2,835

役員退職慰労引当金 1,422 1,405

その他 32,457 29,132

固定負債合計 47,026 33,593

負債合計 165,496 172,983

純資産の部

株主資本

資本金 13,600 13,600

資本剰余金 29,381 29,358

利益剰余金 177,990 165,372

自己株式 △26,053 △26,527

株主資本合計 194,917 181,803

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 127 88

為替換算調整勘定 △6,268 △5,056

評価・換算差額等合計 △6,140 △4,967

新株予約権 683 667

少数株主持分 4,830 5,667

純資産合計 194,291 183,169

負債純資産合計 359,787 356,153
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 301,658 307,487

売上原価 147,180 152,115

売上総利益 154,478 155,372

返品調整引当金戻入額 522 474

返品調整引当金繰入額 486 427

差引売上総利益 154,513 155,419

販売費及び一般管理費

ダイレクトメール費 17,175 17,365

広告宣伝費 8,542 7,888

給料及び手当 26,269 25,232

賞与引当金繰入額 1,640 1,806

退職給付引当金繰入額 790 857

役員退職慰労引当金繰入額 104 86

貸倒引当金繰入額 405 273

その他 61,279 62,258

販売費及び一般管理費合計 116,207 115,768

営業利益 38,305 39,651

営業外収益

受取利息 537 390

固定資産賃貸料 324 342

為替差益 375 －

デリバティブ運用収益 － 686

その他 569 937

営業外収益合計 1,807 2,355

営業外費用

固定資産賃貸費用 127 116

為替差損 － 857

デリバティブ運用損失 335 －

その他 244 310

営業外費用合計 706 1,284

経常利益 39,406 40,721

特別利益

固定資産売却益 1 7

子会社株式売却益 － 117

持分変動利益 2 －

事業譲渡益 － 80

特別利益合計 3 205

特別損失

固定資産除売却損 116 451

投資有価証券評価損 3 20

事業整理損 1,087 －

子会社整理損 － 205

拠点移転損失 79 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 614

その他 － 10

特別損失合計 1,287 1,302

税金等調整前四半期純利益 38,123 39,625

法人税等 18,652 17,652

少数株主損益調整前四半期純利益 － 21,973

少数株主利益 442 225

四半期純利益 19,028 21,748
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 38,123 39,625

減価償却費 9,756 10,178

引当金の増減額（△は減少） △3,322 △2,979

事業整理損失 1,087 －

その他の損益（△は益） △249 414

売上債権の増減額（△は増加） 574 △870

たな卸資産の増減額（△は増加） △521 1,739

未収入金の増減額（△は増加） 19,193 20,030

仕入債務の増減額（△は減少） △1,939 △1,439

未払金の増減額（△は減少） △4,997 △4,151

前受金の増減額（△は減少） △21,380 △19,733

その他の資産・負債の増減額 643 4,937

小計 36,967 47,751

利息及び配当金の受取額 777 538

利息の支払額 △46 △81

法人税等の支払額 △20,172 △13,620

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,526 34,587

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 △47,969 △51,226

有価証券の売却による収入 45,976 55,026

有形固定資産の取得による支出 △3,678 △3,148

ソフトウエアの取得による支出 △11,126 △9,162

投資有価証券の取得による支出 △2,965 △3,309

投資有価証券の売却による収入 4,876 6,015

子会社株式の売却による収入 － 229

事業譲渡による収入 － 153

吸収分割による支出 △1,681 －

定期預金の純増減額（△は増加） △80 2,003

その他 △3,326 △2,730

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,974 △6,148

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） △319 △558

長期借入れによる収入 － 10,019

長期借入金の返済による支出 △268 △78

配当金の支払額 △8,860 △9,102

ストックオプションの行使による収入 311 499

自己株式の取得による支出 △1,513 △2

子会社の自己株式の取得による支出 － △1,117

その他 △500 △843

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,151 △1,184

現金及び現金同等物に係る換算差額 159 △1,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,440 25,668

現金及び現金同等物の期首残高 77,581 60,174

現金及び現金同等物の四半期末残高 64,141 85,843
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 該当事項はありません。 

  

【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21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 
（注）１ 事業の区分方法 

    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 

 
  

【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21年４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

  

(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 

カンパニー 

（百万円）

Senior 

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
53 11 28 67 9 14,159 14,329 (14,329) ―

    売上高又は振替高

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

教育事業グループ
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

Women ＆ Familyカンパニー 雑誌、通信販売他

Seniorカンパニー 高齢者向け生活ホーム運営、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 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
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【海外売上高】 

前第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。 

  

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 
   海外売上高の割合（％）

3.4 8.2 11.6
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【セグメント情報】 

  ①報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの各社の構成単位のうち分離された財務情報が入

手可能であり、当社の取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を

行う対象となっているものであります。 

当社グループは、「国内教育」「海外教育」「生活」「シニア・介護」「語学・グローバル人材教

育」の５つを成長事業領域と位置づけ、経営資源を重点的に投資し、グループ全体で長期的な成長を

目指しております。 

したがって、当社グループは５つの事業領域を基盤とした製品・サービス別のセグメントから構成

されており、「国内教育事業領域」「海外教育事業領域」「生活事業領域」「シニア・介護事業領

域」「語学・グローバル人材教育事業領域」の５つを報告セグメントとしております。 

「国内教育事業領域」においては、通信教育事業や学校向け事業、学習塾・予備校事業等を行って

おります。 

「海外教育事業領域」においては、中国、台湾、韓国で、主に未就学児を対象にした通信教育事業

を行っております。 

「生活事業領域」においては、雑誌の出版、通信販売事業等を行っております。 

「シニア・介護事業領域」においては、入所介護サービス事業（高齢者向け生活ホーム運営）、訪

問介護サービス事業、介護研修事業、看護師及び介護職の人材紹介事業等を行っております。 

「語学・グローバル人材教育事業領域」においては、語学教育事業、留学生向け英語教育を行う

ELS事業、グローバル人材教育事業、通訳・翻訳事業等を行っております。 

  

  ②報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第３四半期連結累計期間 （自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

 
（注）１「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、テレマーケティング事業、コン

ピュータ情報処理サービス事業等を含んでおります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,383百万円には、セグメント間取引消去455百万円、各報告セグ

メントには配分していない全社費用△1,838百万円が含まれております。なお、全社費用は、主に報告セグ

メントに帰属しない持株会社に係る費用であります。 

 ３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

報告セグメント

その他 

（注１）

合計 

 

調整額 

（注２）

四半期 

連結損益 

計算書 

計上額 

（注３）

国内教育 

事業領域

海外教育 

事業領域

生活 

事業領域

シニア 

・介護 

事業領域 

 

語学・ 

グローバル

人材教育 

事業領域

計 

 

売上高

 (1)外部顧客への売上高 180,291 6,861 21,006 42,849 40,056 291,065 16,422 307,487 ― 307,487

 (2)セグメント間の内部
178 0 25 32 37 275 18,347 18,622 △18,622  ―

    売上高又は振替高

計 180,470 6,861 21,032 42,881 40,094 291,341 34,769 326,110 △18,622 307,487

セグメント利益又は損失（△） 38,269 △497 △176 2,427 549 40,572 461 41,034 △1,383 39,651

(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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 (7) 重要な後発事象

 当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年12月31日）

１．㈱アップの持分法適用関連会社化

 当社は、平成22年５月７日開催の取締役会において、平成23年３月31日までに、㈱アップの株式を市場若しくは
既存株主からの取得又は自己株式の買受けにより取得することを決議し、本決議に基づき株式を取得いたしまし
た。その結果、平成23年１月12日付で同社は当社の持分法適用関連会社となりました。

(1) 株式取得の目的

 当社と㈱アップは平成14年８月に資本・業務提携を開始しておりますが、この度、学習塾事業、特に首都圏戦略
の強化及び教育事業全体の両社での発展を目的として、両社の関係をより強固なものとするために新たな資本・業
務提携契約を締結し、本契約に基づき同社株式を取得いたしました。

(2) 対象会社の名称、事業内容、規模

 名称 株式会社アップ

 主な事業内容 幼児から成人を対象に、小学・中学・高校・大学への進学指導を行う教室の運営、
科学実験教室や英会話指導を中心とする非受験型教育を行う教室の運営、及びこれ
らに付帯する教材の販売など。

 資本金 1,667百万円（平成22年12月31日現在）

(3) 株式取得の時期  
 平成23年１月12日  
(4) 取得した株式の種類、数、取得価額、取得前及び取得後の持分比率

 取得した株式の種類 普通株式

 取得した株式の数 120,000株

 取得価額 66百万円

 株式取得に要する資金は自己資金で賄いました。

 なお、手数料や諸経費は含みません。

 取得前の持分比率 13.97％（1,440,282株保有）（平成22年12月31日現在）

 取得後の持分比率 15.13％（1,560,282株保有）

  

２．多額な資金の借入

 当社は、㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を下記のとおり締結し、借入を実行いた
しました。

(1) 資金使途  

 今後の事業投資及び設備投資等

(2) 契約日

 平成23年１月26日

(3) 借入先

 ㈱青森銀行、㈱福岡銀行、㈱北洋銀行、㈱東邦銀行、㈱栃木銀行、㈱北海道銀行、㈱山梨中央銀行、㈱大光銀行

(4) 借入金額

 総額10,000百万円

(5) 借入実行日

 平成23年１月31日

(6) 金利

 0.18875％～0.66700％

(7) 返済方法

 平成28年１月29日に一括返済

(8) 担保提供資産の有無

 無
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