
 

 

 

ニッポン･ニュー･マーケット－「ヘラクレス」 

平成 19 年５月 28 日 

 

各 位 

東京都品川区西五反田二丁目 11番 17 号  

幼 児 活 動 研 究 会 株 式 会 社  

代 表 取 締 役 社 長  山 下  孝 一 

（ コ ー ド 番 号 ： 2 1 5 2 ）  

問合せ先：経営企画室長 鶴見和夫 

（TEL 03-3494-0262） 

 

大阪証券取引所ヘラクレス市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

当社は、本日、平成 19 年 5 月 28 日に株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレ

ス」に上場いたしました。今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして、別添のとおりお知らせいたします。 

以上 
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代  表  者    代表取締役社長   山下 孝一 
問合せ先責任者    経理部長      松野 尚良      ＴＥＬ (03) 3494－0262      
定時株主総会開催予定日    平成 19 年６月 26 日 配当支払開始予定日   平成 19 年６月 27 日 
有価証券報告書提出予定日   平成 19 年６月 27 日  

  
（百万円未満切捨て） 

１．平成 19 年３月期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 
(1)連結経営成績                             （％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 

   百万円     ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円      ％

19 年３月期 
18 年３月期 

3,757    11.2 
3,377     4.2 

517     51.1
342     15.3

527     38.3 
381     18.1 

198   △1.4
201     73.4

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

自己資本 
当期純利益率

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

  円   銭 円    銭 ％ ％ ％
19 年３月期 
18 年３月期 

182   51 
185   09 

－
－

12.2
13.9

18.1 
14.2 

13.8
10.1

(参考) 持分法投資損益         19 年３月期     －百万円      18 年３月期    －百万円 
 

(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 

19 年３月期 
18 年３月期 

2,938 
2,878 

1,710
1,540

58.2 
53.5 

1,574   98
1,418   47

(参考) 自己資本          19 年３月期   1,710 百万円      18 年３月期   1,540 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年３月期 
18 年３月期 

121 
366 

△216
△200

△28 
△15 

1,039
1,162

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日）
第１ 

四半期末
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

  円  銭  円  銭  円  銭  円  銭  円  銭 百万円 ％ ％

－ － － － － －18 年３月期 
19 年３月期 － － － － － －

26  0
26  0

26  0
26  0

28 
28 

14.0 
14.2 

2.0
1.7

20 年３月期 
（予想） 

－ － － － － － 26  0 26  0  12.3 

 
 

３．20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
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

中 間 期 
通    期 

  1,913    6.2 
4,007    6.6 

215    △3.4
568      9.9

201    △12.0
541       2.6

91   △26.6 
269     36.2 

   74   27 
212   24 
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有  
② ①以外の変更   無 
(注) 詳細は、22 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む）19 年３月期  1,086,000 株   18 年３月期    1,086,000 株 
② 期末自己株式数  19 年３月期           －株   18 年３月期           －株 
(注)  １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36 ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 
 

(参考)個別業績の概要 

１.平成 19 年３月期の個別業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

(1)個別経営成績                              （％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 

  百万円      ％  百万円     ％  百万円    ％ 百万円     ％ 

19 年３月期 
18 年３月期 

3,578     10.8 
3,230      4.7 

454     52.1 
298     20.0 

477      35.3  
352     27.4 

171    △8.6
187    112.0

 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

      円   銭 円    銭

－   －19 年３月期 
18 年３月期 

158    01 
172    88 －   －

 
 
(2)個別財政状態 

 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

19 年３月期 
18 年３月期 

 2,791 
2,784 

  1,610
 1,466

57.7 
 52.7 

1,482     75
1,350     74

(参考) 自己資本              19 年３月期   1,610 百万円      18 年３月期     1,466 百万円 
 

  
２．平成 20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 

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

中 間 期 
通    期 

  1,829    6.7 
3,818    6.7 

 187   △2.9
497     9.5

186  △10.8
486     1.9

86  △25.4 
242    41.2 

69     80
190     60

  
 
 
 

＊ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。 
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１. 経営成績 

 

 (１) 経営成績に関する分析 

  （当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、海外経済の拡大を背景として輸出が増加する中、企業収益、設備

投資が拡大し、企業部門主導の景気回復が続きました。個人消費は、回復基調を維持したものの、所得の伸び

悩みや天候不順の影響などから、やや弱めの動きが見られました。一方、消費者物価は緩やかな上昇が続きま

したが、夏場以降、原油価格が下落に転じたことなどから上昇幅が徐々に縮小し、年度末には前年比でマイナ

スに転じました。 

    当社グループを取り巻く事業環境は、少子化の影響により依然厳しい状況が続いており、このことは園児獲

得に奔走する幼稚園・保育園にも深刻な問題を投げかけております。その中で、当社グループにおける子ども

たちの成長の可能性に着目した体育指導関連事業及び幼稚園・保育園に対するコンサルティング関連事業に対

するニーズは高まる一方であり、また、幼稚園・保育園の差別化への要求はより一層顕著になることが予想さ

れることから、これまで以上にそれぞれの事業において、幼稚園・保育園及び園児の保護者からの評価を得ら

れるよう努めてまいりました。 

さらに、前連結会計年度において開所した東京都認証保育所「こっこる（五反田）」に引き続き、当連結会

計年度においては、横浜保育室「こっこるTOTSUKA」を新たに開所し、直営保育園の経営ノウハウの蓄積と乳

児（０歳から２歳）の指導ノウハウの確立に努めてまいりました。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は3,757百万円（前年同期比11.2%増）、営業利益517百万円（前年

同期比51.1%増）、経常利益527百万円（前年同期比38.3%増）、当期純利益198百万円（前年同期比1.4%減）と

なりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

   ①幼児体育指導関連事業 

幼児体育指導関連事業においては、前連結会計年度において新たに採用した教育方法による正課体育指導契

約が増加したこと、課外体育指導の会員数が例年に比べて増加したこと及び保育所の新規開設等があり、当連

結会計年度における幼児体育指導関連事業の業績は、売上高は3,525百万円（前年同期比10.8%増）、営業利益

は454百万円（前年同期比52.1％増）となりました。 

 

   ②コンサルティング関連事業 

コンサルティング関連事業においては、幼稚園・保育園向けコンサルティングの年間契約が増加したことと

幼稚園・保育園の職員向け出版物の発行により、当連結会計年度におけるコンサルティング関連事業の業績は、

売上高は231百万円（前年同期比18.7%増）、営業利益は55百万円（前年同期比51.1％増）となりました。 

 

  （次期の見通し） 

    当社グループの主要顧客であります幼稚園・保育園及び園児の保護者におきましては、少子化の影響で園児

獲得のために生き残りを賭けた幼稚園・保育園の差別化への取組や、希少価値となる園児自身に対して高付加

価値のサービスを受けさせたいというニーズがこれまで以上に高まってくるものと考えております。 

    当社グループでは、高付加価値のサービスを絶えず提供し続けることが出来る企業集団を目指し、次期につ

きましては、人材採用の強化と教育研修の一層の充実、内部統制システムの構築等の体制強化のための先行投

資を行い体質改善を引き続き図ってまいります。 

    これらの結果、次期の業績見通しにつきましては、売上高は4,007百万円（前年同期比6.6％増）、営業利益

568百万円（前年同期比9.9％増）、経常利益541百万円（前年同期比2.6％増）、当期純利益269百万円（前年

同期比36.2％増）を見込んでおります。 
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(２) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び資本の状況 

（資産） 

当連結会計年度末における流動資産は、1,738百万円と前連結会計年度末に対し82百万円の増加となりまし

たこれは、主に利益の増加に伴い、現金及び預金の残高39百万円、売掛金15百万円及びたな卸資産15百万円の

増加によるものであります。 

固定資産は、1,199百万円と前連結会計年度末に対し23百万円の減少となりました。これは、主に長期性預金

39百万円及び保険積立金16百万円の増加、長期貸付金30百万円の返済及び繰延税金資産の減少54百万円による

ものであります。 

（負債） 

 当連結会計年度末における流動負債は、557百万円と前連結会計年度末に対し185百万円の減少となりました。

これは、主に未払法人税等43百万円の増加があったものの、未払金105百万円減少の他、連結決算日が金融機

関の休日にあたったため、前受金が129百万円減少したことによるものであります。 

固定負債は、670百万円と前連結会計年度末に対し75百万円の増加となりました。これは、退職給付引当金71

百万円及び役員退職慰労引当金3百万円の増加によるものであります。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産の残高は1,710百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フロー 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より123百万

円減少し、当連結会計年度末には1,039百万円（前年同期比10.6％減）となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、得られた資金は121百万円（前年同期比66.9％減）となりました。収入の主な内訳は、税

金等調整前当期純利益527百万円、減価償却費22百万円及び退職給付引当金の増加71百万円であり、支出の主

な内訳は、前受金の減少129百万円、その他流動負債の減少87百万円及び法人税等の支払額236百万円でありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は216百万円（前年同期比7.7％増）となりました。これは主に定期預金に201

百万円資金移動したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は28百万円（前年同期比85.7％増）となりました。これは配当金支出による

ものであります。 

 

 (３) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と位置付け、株主の長期的な利益還元を実現するため、ま

た将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を充実させつつ、安定した配当を継続して実施し

ていくことと経営成績及び財政状態並びに配当性向を総合的に勘案し決定することを基本方針としておりま

す。 

この方針に基づき、平成19年３月期の期末配当に関しては、1株につき26円とする予定であります。この結

果、当連結会計年度の配当性向は14.2％、純資産配当率は1.7％となります。また、内部留保金につきまして

は、人員の補充、業務効率化のための社内システム・インフラ構築に充当していく予定であります。 

また、次期につきましては、今期と同様の方針で臨む所存であります。 
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(４) 事業等のリスク 

   当社グループの事業展開に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、以下のようなも

のがあります。なお、文中における将来に係る事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したもので

あります。 

 

①少子化の影響について 

  当社グループの事業主体である幼児体育指導は、幼稚園・保育園及びその園児並びに小学生となった卒園児

が対象ですが、 近の出生数の減少という少子化の問題に直面しております。 

このような状況下、当社グループは正課指導及び指導する社員の質のさらなる向上を図り、幼稚園・保育園

からの評価を得られるようにし、かつ、課外指導においてもきめ細かい対応を徹底することにより、地域性の

強い幼稚園・保育園の通園児保護者からの評価を得られるよう努めております。 

さらに、連結子会社である株式会社日本経営教育研究所が中心となって、幼稚園・保育園の経営指導を行い、

地縁的つながりの強い環境下において、幼稚園・保育園の差別化を図り、園児数を増加させるべく努力し、ま

た、入れ替わりの多い幼稚園・保育園の職員の研修を経験年数に応じて段階的に行うなど、幼稚園・保育園自

体の質の向上、特化を図るため、全国規模で収集している情報を利用し、契約園数の増加に努めております。 

しかしながら、これらの差別化、高付加価値化に向けた施策が十分に効果的に行われず十分な会員増加がな

されず、契約園数も伸び悩む場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

②売上高の変動に係るもの 

当社グループの幼児体育指導関連事業は、幼稚園並びに園児の休みの時期による影響を受けます。特に園児

の遠足等を春・夏・冬休みに集中的に実施することから、天候不順あるいは災害等予期せぬ要因によりこれら

が実施できなくなった場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

③特有の法的規制に係るもの 

当社グループは、幼児体育指導関連事業において、「旅行業法」による規制、幼稚園・保育園に対して職員

を派遣することによる（特定労働者派遣事業）「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

件の整備等に関する法律」による規制、また、有料職業紹介事業による「職業安定法」による規制を受けてお

ります。 

登録等の名称 登録等の番号 有効期間 

旅行業登録 
東京都知事登録旅行業 

第2-2895号 
平成20年３月７日まで 

特定労働者派遣事業 
届出受理番号 

特13-050431 
平成22年１月31日まで 

有料職業紹介事業許可 
許可番号 

13-ユ-050179 
平成23年４月30日まで 

将来、予期せぬ要因によりこれらの登録等が取り消し等を受けた場合に、当社グループの業績及び事業が影

響を受ける可能性があります。 

 

④新たな法規制等の導入や変更について 

当社グループが行う幼児体育指導関連事業、コンサルティング関連事業において、法規制等が新たに導入あ

るいは改廃された場合には当社グループの業績及び事業に影響を及ぼす可能性があります。 

 

   ⑤重要な訴訟事件等の発生に係るもの 

当社グループは、児童に身体を動かすことを通して、指導を行うことを中心業務としております。 

そのため、児童は、ころぶ、ぶつかる、落ちる等の事故にあう可能性があります。 

正課体育指導中においては、一義的には、体育授業を行っている幼稚園と保育園の責任となりますが、仮に

当社の指導員の過失により事故等が発生した場合には、当社にも責任が発生しますし、課外体育指導中及び当

社の行うイベントや合宿などの旅行中の事故につきましては、当社に一義的に責任が発生します。 
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万が一にも事故が発生しないように、特に補助の仕方につきましては、指導研修の中で も重要なものと位

置づけ、現場指導に生かせるようにしております。 

これらの結果、これまで、事故の発生はきわめて低い状態を保っておりますが、不測の事態に備えて、指導

中の事故に対しましては保険会社と直接損害賠償保険契約を締結し、合宿などの旅行中の事故に対しましては、

旅行業協会と損害賠償保険契約を締結しております。 

一方、事故が発生してしまった場合には、速やかに担当の指導員から、事故報告がなされ、各支部と総務部

において状況等を把握し、事故の再発を防止するための方策を検討し、全指導員への指示を徹底して行うこと

としております。 

しかしながら、これらの事前の事故防止対策を徹底して行っているにもかかわらず、当社が契約している損

害賠償契約の保険金額の上限を上回るような大規模な事故が発生した場合には、当社が負担する金額により直

接的に当社グループの業績及び事業が影響を受けると同時に、当社に対する信用が著しく傷つけられることに

より、正課指導契約の解除や会員の退会などにより売上の大幅な減少につながる可能性があります。 

 

   ⑥個人情報保護法について 

個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」）は、個人情報を利用して事業活動を行う法人、団

体等に対して、個人情報の適正な取得、利用及び管理等を義務付け、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の

権益保護を図ることを目的とした法律であり、平成17年４月１日より全面施行されております。 

当社グループは、業務の性質上、園児及びその保護者等の個人情報を保有・管理しております。当社グルー

プは、同法が定める義務規則を遵守しているかどうか内部監査の監査項目として十分にチェックしており、個

人情報保護に向けた体制を整えていると認識しておりますが、予期せぬ事態によって、義務規制に違反し、同

法に基づく勧告若しくは命令又は罰則を受けるようなことになった場合には、当社グループの信用の低下、当

社グループに対する損害賠償請求等によって、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑦人材の確保及び育成について 

当社グループは、幼稚園・保育園の正課指導、幼児への課外指導並びに幼稚園・保育園へのコンサルティン

グ業務を行なっていることから、優秀な人材を確保することが、サービスの品質の向上及び事業拡大を進めて

いく上で不可欠であります。 

当社グループでは、優秀な人材の採用については 重要の課題として取組んでおりますが、優秀な人材を十

分かつ適時に確保できなかった場合及び社内の有能な人材が流出してしまった場合には、当社グループの業績

及び事業展開に影響を与える可能性があります。 

 

⑧特殊な契約にかかわるものについて 

     当社は、正課体育指導を幼稚園や保育園において行う時には、その設置者である学校法人あるいは社会福祉

法人と正課体育指導契約を締結しています。 

    その契約の条項には、「契約する園が、競合となる近隣の園４園までを指定して、当社がそれらの園と同種

の契約をできないようにすることができる」という規定があります。ただし、この条項は、当社の定める契約

金額等の条件を満たす場合に限られます。 

したがいまして、これらのことが将来的に当社の契約できる園数に制限を与える場合も考えられるため、当

社グループの業績に影響が出てくる可能性があります。 

 

⑨ストックオプションについて 

当社においては、第１回ストックオプションにおいて104,000株、第２回ストックオプションにおいて92,000

株を付与し、同新株予約権に係る潜在株式残数は196,000株であり、これは当連結会計年度末現在の発行済株

式総数1,086,000株の18.0％に相当します。 

これらの新株予約権が行使された場合、当社の１株当たりの株主価値が希薄化いたします。また、当社株式

の株価次第では、短期的な需給バランスの変動が発生し、株価形成が影響を受ける可能性があります。 
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２. 企業集団の状況 

 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（幼児活動研究会株式会社）及び子会社１社により構成

されており、幼稚園・保育園（以下「園」という。）の保育の一環として行う正課体育指導、幼児・児童を対

象とした課外体育指導（スポーツクラブ・サッカークラブ・新体操クラブ等の運営）、保育所の経営、園の経

営・運営指導及び園職員の研修等を行っております。 

 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

(１) 幼児体育指導関連事業 

正課体育指導・・・・・・・・・ 幼稚園・保育園の保育時間内（正課）に行われる体育の授業について当社

と契約した園に対して、個別に指導しております。具体的には、各園の意向・

基本方針をふまえて、運動会等の構成企画をはじめ、１年間のカリキュラムの

策定のアドバイスをすると同時に、楽しく効果的に体育の授業が行えるよう、

当社社員が幼稚園・保育園に対してそれぞれの現場に赴いて直接指導にあたっ

ております。 

課外体育指導・・・・・・・・・ 幼稚園・保育園の保育終了後（課外）に園の施設を借用して、園児から卒

園児である小学生低学年を対象にスポーツクラブ、サッカークラブ、新体操ク

ラブ等を運営し、独自のカリキュラムに従って体育指導を行っております。 

イベント企画・・・・・・・・・ 上記課外体育指導の一環として、遠足・合宿等のイベントを企画し実施し

ております。原則としてクラブ員を対象に募集を行い保護者は同行いたしませ

ん。当社社員が添乗し幼児・児童の躾や独立心を育む指導をしております。 

その他・・・・・・・・・・・・ 東京都認証保育所「こっこる（五反田）」と横浜保育室「こっこるＴＯＴＳ

ＵＫＡ」の経営等を行っております。 

 

(２) コンサルティング関連事業・・・連結子会社の株式会社日本経営教育研究所が中心となって運営しており、

魅力的で元気な幼稚園・保育園づくりのための経営コンサルティング、教育コ

ンサルティング、運営指導、園職員の研修、幼児教育に関するあらゆるコミュ

ニケーション活動の企画及び印刷物の企画制作等を行っております。 

 

以上に述べました当社グループの事業内容と当該事業に係る事項を事業系統図によって示すと次のとおり

であります。 
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［事業系統図］ 

 

幼 児 活 動 研 究 会 株 式 会 社 （ 提 出 会 社 ）  
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３. 経営方針 

 

(１) 会社の経営の基本方針 

    当社グループは、「お客さまを喜ばし 社員を喜ばす」を経営理念として、また、額に汗し働く指導を本業

とし、以下の点に留意しながら「本業に専念する」ことを経営方針として事業展開してまいります。 

   ①わが社は指導で社会に貢献する 

     物・設備でなく、サービス・ノウハウで貢献する。人的サービス。 

   ②子供・お年寄りに的をしぼり多角化する 

     子供・お年寄りに関係する周辺分野に進出する。 

   ③成長と拡大 

     お客さまの数を増やす。同じお客さまに繰り返し、繰り返し利用していただく。 

   ④伸びるところを伸ばす 

   ⑤現金前受、小額多数、現金決済 

     現金収入で前もって受取ることができる。金額が小さく、しかも数が多い。手形なし、現金で支払い。 

   ⑥30％の原理 

     一部門が、一支部が、一会場が、その全体の30％を超えてはならない。その売上がゼロになったら大きな

危機に見舞われる。多角化、新規開拓をし、危険分散を計る。 

 

 (２) 目標とする経営指標 

    当社グループが重視している経営指標は、売上高及び売上高経常利益率であります。当社グループの提供す

るサービスの付加価値がお客さまの期待以上のペースで高まっていくことができれば、当社グループの売上高

と売上高経常利益率は向上するものと目論んでおり、中長期的にはなるべく早い時期での売上高100億円以上、

および20％以上の売上高経常利益率により経常利益20億円以上の達成を目標としております。 

 

 (３) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループでは、中長期的な事業展開としては二つの大きな柱を考えております。 

一つには、これまでの幼児体育指導から幼児教育指導（読み・書き・計算・体育・音楽）分野へ事業を展開

していくことであり、二つには、幼児体育指導に加えて、お年寄り（シニア向け）の健康体操分野へ事業を展

開していくことであります。 

 

 (４)  会社の対処すべき課題 

当社グループは、幼稚園・保育園及び園児を主要顧客とする企業集団であります。子供の人口に着目した場

合、将来的な少子化の進行によって、市場は確実に縮小傾向にありますが、一方で子供の希少価値が高まり、

必要とされる商品やサービスがより高価格・高付加価値のものが求められる状況が出てきていると考えており

ます。 

その中で、当社グループは、この子供の希少価値に着目し、幼児体育指導関連事業においては、さらにより

高品質で高付加価値のサービスの開発・提供に傾注するとともに、コンサルティング関連事業においては、こ

れまでの幼稚園及び保育園の経営指導に加えて教育指導、職員指導等のコンサルティングサービスを一層強化

し、幼児体育指導関連事業との連携を図りつつ、当社グループとしてより総合的かつ多角的なサービスを提供

する事業展開を積極的に推進し、他社との差別化、高収益化をより一層図って参ります。 

 

①高付加価値で差別化されたサービスの開発 

これまで特に正課指導は、幼稚園、保育園の体育の授業及び年間の体育行事（例えば運動会等）の指導を契

約した幼稚園、保育園の要望、意向を反映させる形で実施してきました。 

しかし、これからは、少子化の影響を受けて、幼稚園、保育園の生き残りを賭けた重要な経営施策の一環と

して体育を始めとする幼児教育そのものの質の向上に貢献できる内容、それらの具体的な成果が期待できる内

容のものが求められる状況になることは確実な情勢となってきています。 

当社グループとしては、これまでの体育指導分野に限定せず、幼児教育全般に及ぶ高価格でかつ高付加価値

のサービスを新たに提供していく必要があります。 
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当社グループとしては、私立幼稚園・保育園への高付加価値で差別化されたサービスを開発し提供するととも

に、保護者の細かなニーズに的確に応えていく所存であります。 

 

②優秀な人材の獲得 

当社の 大の経営資源は、人的資源であり、優秀な人材の獲得と外部への流出を防ぐべく、より魅力的な企

業となることを目指しております。そのため、様々な社内体制・制度の充実化を推し進めるとともに、会社の

知名度向上、サービスのブランド力の強化、社会からの信用獲得にさらに努める所存であります。 

 

③内部管理体制の強化とコーポレート・ガバナンスの充実 

  当社では、高成長を維持し、継続的に企業価値を高めていくためには、事業規模に相応しい内部管理体

制の充実が不可欠であると認識しております。当社では、今後、内部管理体制の強化をさらに図るとともに、

コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 

 

(５)  その他、会社の経営上重要な事項 

     該当事項はありません。 
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４.【連結財務諸表】 

 (1）【連結貸借対照表】 

     
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減(千円)

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  1,510,092 1,549,374  

２．売掛金  23,981 39,235  

３．有価証券  31,548 30,289  

４．たな卸資産  6,704 22,432  

５．繰延税金資産  58,973 68,523  

６．その他  28,206 32,943  

貸倒引当金  △3,599 △4,100  

流動資産合計  1,655,906 57.5 1,738,697 59.2  82,791 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※１ 179,573 199,172   

減価償却累計額  45,284 134,288 66,388 132,784  

(2）工具器具備品 ※１ 92,673 106,052   

減価償却累計額  67,230 25,442 77,962 28,089  

(3）土地  266,624 289,336  

(4）建設仮勘定  8,988 －  

有形固定資産合計  435,344 15.1 450,210 15.3 14,866

２．無形固定資産  34,464 1.2 46,089 1.6 11,624

－  － 
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減(千円)

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  － 1,275  

(2）保険積立金  283,836 300,467  

(3）長期貸付金  30,000 －  

(4）繰延税金資産  243,000 188,749  

(5）投資不動産  190,965 153,897   

減価償却累計額  18,131 172,833 5,597 148,299  

(6）長期性預金  － 39,000  

(7）その他  23,379 25,436  

投資その他の資産合計  753,049 26.2 703,229 23.9 △49,820 

固定資産合計  1,222,858 42.5 1,199,529 40.8 △23,328 

資産合計  2,878,765 100.0 2,938,227 100.0 59,462 

    

 

－  － 
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減(千円)

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  70,776 63,263  

２．未払金  220,576 114,594  

３．未払法人税等  136,570 180,000  

４．前受金  162,671 33,477  

５．賞与引当金  112,270 103,800  

６．その他  40,095 62,295  

流動負債合計  742,960 25.8 557,430 19.0 △185,529

Ⅱ 固定負債     

１．退職給付引当金  389,182 461,165   

２．役員退職慰労引当金  205,614 208,655   

３．その他  549 549   

固定負債合計  595,345 20.7 670,370 22.8 75,024

負債合計  1,338,306 46.5 1,227,801 41.8 △110,504

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※２ 219,240 7.6 －  

Ⅱ 資本剰余金  71,157 2.5 －  

Ⅲ 利益剰余金  1,250,061 43.4 －  

資本合計  1,540,458 53.5 －  －

負債及び資本合計  2,878,765 100.0 －  －

     

 

－  － 
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減(千)

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 

１．資本金  － － 219,240 7.5 

２．資本剰余金  － － 71,157 2.4 

３．利益剰余金  － － 1,420,028 48.3 

株主資本合計  － － 1,710,425 58.2 －

純資産合計  － － 1,710,425 58.2 －

負債純資産合計  － － 2,938,227 100.0 －

      

 

－  － 
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(2)【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

 増減 

（千円）

Ⅰ 売上高  3,377,522 100.0 3,757,224 100.0 379,702

Ⅱ 売上原価  2,369,627 70.2 2,569,036 68.4 199,408

売上総利益  1,007,894 29.8 1,188,188 31.6 180,293

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 665,661 19.7 670,954 17.8 5,292

営業利益  342,232 10.1 517,233 13.8 175,001

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  760 1,970   

２．賃貸料収入  4,843 4,916   

３．保険金収入  34,664 2,169   

４．受取手数料   － 3,104   

５．その他  1,172 41,441 1.2 190 12,351 0.3 △29,089

Ⅴ 営業外費用    

１．賃貸料収入原価  1,708 877   

２．支払補償費  － 1,476   

３．その他  713 2,421 0.0 － 2,354 0.1 △67

経常利益  381,252 11.3 527,230 14.0 145,978

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※２ 289 289 0.0 － －  △289

税金等調整前当期純利
益 

 380,963 11.3 527,230 14.0 146,267

法人税、住民税及び事
業税 

 224,262 284,327   

法人税等調整額  △44,302 179,959 5.3 44,700 329,028 8.7 149,068

当期純利益  201,004 6.0 198,202 5.3 △2,801

     

 

－  － 
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(3)【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

   連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）  

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   71,157   

Ⅱ 資本剰余金期末残高   71,157   

     

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,065,172   

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１．当期純利益  201,004 201,004   

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金  15,204   

２．役員賞与  910 16,114   

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,250,061   

      

 

－  － 
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連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
 純資産合計

平成18年３月31日残高（千円） 219,240 71,157 1,250,061 1,540,458 1,540,458

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注） － － △28,236 △28,236 △28,236

当期純利益 － － 198,202 198,202 198,202

連結会計年度中の変動額合計 
(千円） － － 169,966 169,966 169,966

平成19年３月31日残高（千円） 219,240 71,157 1,420,028 1,710,425 1,710,425

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

－  － 

 

 

17



幼児活動研究会㈱ （2152） 平成19年3月期決算短信 

 

(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至  平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税金等調整前当期純利
益 

 380,963 527,230  

減価償却費  23,291 22,957  

退職給付引当金の増減
額 

 29,951 71,983  

役員退職慰労引当金の
増減額 

 53,008 3,041  

賞与引当金の増減額  390 △8,470  

貸倒引当金の増減額  1,506 501  

受取利息及び受取配当
金 

 △760 △1,970  

固定資産除却損  289 －  

売上債権の増減額  11,394 △15,254  

たな卸資産の増減額  △337 △15,728  

その他流動資産の増減
額 

 △7,820 △3,457  

仕入債務の増減額  1,326 △7,512  

前受金の増減額  20,093 △129,194  

その他流動負債の増減
額 

 24,914 △87,730  

役員賞与の支払額  △910  －  

小計  537,298 356,395 △180,902

利息及び配当金の受取
額 

 756 1,947  

法人税等の支払額  △171,842 △236,949  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 366,211 121,394 △244,816

 

－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19月３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）      金額（千円） 増減（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の純増減額  △141,623 △162,640  

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △20,349 △22,893  

投資有価証券の売却に
よる収入 

 20,343 22,892  

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △19,240 △11,198  

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △6,582 △14,989  

貸付金返済による収入  － 33,000  

貸付による支出  △30,000 △3,000  

長期性預金の預入れに
よる支出 

 － △39,000  

その他  △3,541 △18,688  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △200,994 △216,517 △15,522 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

配当金の支払額  △15,204 △28,236  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △15,204 △28,236 △13,032 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
減額 

 150,012 △123,358 △273,371 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,012,468 1,162,481 150,012 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※ 1,162,481 1,039,122 △123,358 

     

 

 

－  － 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 １社 (1）連結子会社の数 １社 

 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 株式会社日本経営教育研究所 株式会社日本経営教育研究所 

 (2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 

  該当事項はありません。 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当する会社はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

イ 有価証券 イ 有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用し

ております。 

同左 

 ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 

 商品 商品 

 総平均法による原価法 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 

 最終仕入原価法 同左 

イ 有形固定資産（投資不動産を含む） イ 有形固定資産（投資不動産を含む）(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 定率法 同左 

  ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 

 建物及び構築物 ３～47年 

工具器具備品  ３～８年 

 

 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 

 定額法 同左 

  なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

同左 

 ロ 賞与引当金 ロ 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき当

連結会計年度負担額を計上しておりま

す。 

同左 

 ハ 退職給付引当金 ハ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しております。

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

 過去勤務債務は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額を費用処理す

ることとしております。 

同左 

 ニ 役員退職慰労引当金 ニ 役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

同左 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。 

同左 

イ 消費税等の会計処理 イ 消費税等の会計処理 (5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用

しております。 

同左 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

６. 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 該当事項はありません。 ────── 

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

────── 該当事項はありません。 

８. 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

────── 

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 

────── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

1,710,425千円であります。 

  なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５

月31日）を適用しております。 

これによる損益及びセグメント情報に与える影響はあ

りません。 

 

－  － 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （連結損益計算書） 

 １．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「受取手数料」は、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記し

ました。 

   なお、前連結会計年度における「受取手数料」の

金額は127千円であります。 

 ２．前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「支払補償費」は、営業外

費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記し

ました。 

   なお、前連結会計年度における「支払補償費」の

金額は598千円であります。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 当連結会計年度までに取得した有形固定資産のう

ち国庫補助金等による圧縮記帳額は次のとおりであ

ります。 

※１ 当期において国庫補助金の受入により圧縮記帳を

行っております。 

圧縮記帳額は建物8,160千円、工具器具備品1,211

千円であります。 建物及び構築物   8,160千円 

工具器具備品    1,211千円 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式1,086,000株

であります。 

※２        ―――――― 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
 

役員報酬 134,580千円

従業員給与 70,959 

賞与引当金繰入額 13,100 

退職給付費用 5,730 

役員退職慰労引当金繰入額 54,156 

旅費交通費 64,930 

貸倒引当金繰入額 1,983 
  

 
広告宣伝費 70,081千円

役員報酬 133,163  

従業員給与 60,347 

賞与引当金繰入額 7,000 

退職給付費用 4,564 

役員退職慰労引当金繰入額 3,041 

旅費交通費 73,390 

貸倒引当金繰入額 1,692 
  

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２              ―――――― 
 

工具器具備品 289千円
  

 
 

  
 

－  － 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 1,086,000 － － 1,086,000 

合計 1,086,000 － － 1,086,000 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 28,236 26 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 28,236 利益剰余金 26 平成19年３月31日 平成19年６月27日

 

－  － 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）
 

 （千円）

現金及び預金勘定 1,510,092

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △357,535

有価証券 31,548

現金同等物に該当しない有価証券 △21,623

現金及び現金同等物 1,162,481
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 1,549,374

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △520,176

有価証券 30,289

現金同等物に該当しない有価証券 △20,364

現金及び現金同等物 1,039,122
  

 

 

－  － 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額

なリース取引のため、連結財務諸表規則第15条の３の規

定により記載を省略しております。 

同左 

 

（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

割引商工債券 21,623 

(2）その他有価証券  

ＭＭＦ 9,924 

合計 31,548 

 

２．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 １年以内（千円）
１年超５年以内 

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円） 

１．債券     

(1）国債・地方債等 － － － － 

(2）社債 － － － － 

(3）その他 21,623 － － － 

合計 21,623 － － － 

 

－  － 
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当連結会計年度（平成19年３月31日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

割引商工債券 21,639 

(2）その他有価証券  

ＭＭＦ 9,924 

合計 31,564 

 

２．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 １年以内（千円）
１年超５年以内 

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円） 

１．債券     

(1）国債・地方債等 － － － － 

(2）社債 － － － － 

(3）その他 20,364 1,275 － － 

合計 20,364 1,275 － － 

 

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

－  － 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、退職一時金制度を採用しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

  （千円） （千円） 

(1）退職給付債務 △404,796 △498,931 

(2）年金資産 －        － 

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2) △404,796 △498,931 

(4）会計基準変更時差異の未処理額 － － 

(5）未認識数理計算上の差異 △24,468 17,724 

(6）未認識過去勤務債務（債務の増額） 40,082 20,041 

(7）連結貸借対照表計上額純額 
(3)＋(4)＋(5)＋(6) 

△389,182 △461,165 

(8）前払年金費用 － － 

(9）退職給付引当金(7)－(8) △389,182 △461,165 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 （千円） （千円） 

退職給付費用  74,220 90,221 

(1）勤務費用 51,773 57,526 

(2）利息費用 9,690 11,210 

(3）期待運用収益（減算） － － 

(4）会計基準変更時差異の費用処理額 － － 

(5）数理計算上の差異の費用処理額 △7,283 1,443 

(6）過去勤務債務の費用処理額 20,041 20,041 

 

－  － 

 

- 28 -



幼児活動研究会㈱ （2152） 平成19年3月期決算短信 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2）割引率（％） 2.5 2.5 

(3）期待運用収益率（％） － － 

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により、翌連結会

計年度から費用処理することと

しております。 

同左 

(5）過去勤務債務の額の処理年数（年） 発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により費用処理す

ることとしております。 

同左 

(6）会計基準変更時差異の処理年数（年） 1 1 

 

－  － 
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（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 
第１回 

ストック・オプション 
第２回 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
取締役      ３名 
使用人      10名 
関係会社取締役  １名 

 
使用人      44名 
 

株式の種類別のストック・オプション
の数（注）１． 

普通株式    52,000株 普通株式    92,000株 

付与日 平成16年12月15日 平成19年２月７日 

権利確定条件 

付与対象者のうち当会社又は子会
社の役員及び従業員（嘱託社員、
相談役、顧問を含む。）について
は、行使時においてもそのいずれ
かの地位にあることを要す。ただ
し、付与対象者が役員を退任し、
又は定年により退職した後に、引
き続き相談役又は顧問となった場
合はこの限りでない。 

新株予約権の割当を受けた者（以下、
「新株予約権者」という。）は、権利
行使時においても、当社又は当社子会
社の取締役、監査役及び従業員の地位
にあることを要するものとする。 
 その他の条件については、株主総会
決議及び新株予約権発行の取締役会決
議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。 

対象勤務期間 特に期間を定めておりません。 同左 

権利行使期間（注）２. 
自 平成18年12月16日 
至 平成26年12月12日 

自 平成21年２月７日 
至 平成29年２月３日 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

（注）２．ただし、当社の株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは権利行使できない旨を定めて 

おります。 

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  
第１回 

ストック・オプション 
第２回 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  104,000（注） － 

付与  － 92,000 

失効  － － 

権利確定  － － 

未確定残  104,000（注） 92,000 

権利確定後 （株）   

前連結会計年度末  － － 

権利確定  － － 

権利行使  － － 

失効  － － 

未行使残  － － 

－  － 
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② 単価情報 

  
第１回 

ストック・オプション 
第２回 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 1,200（注） 1,400 

行使時平均株価 （円） － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － 

 （注）１．平成17年３月30日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。これにより、第１回ストッ

ク・オプションに係る権利確定前のストック・オプションの数及び権利行使価格が調整されております。 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

           当連結会計年度において付与された第２回ストック・オプションについては、未公開企業であるため公

正な評価単位を単位当たりの本源的価値により算定しております。 

① １株当たり評価方法及び１株当たりの評価額 

       簿価純資産価額方式により１株当たりの評価額を1,350円と算定しております。 

② 新株予約権の行使価格 1,400円 

       これらの結果、自社の株式の評価額が、新株予約権の権利行使価格以下となっていることから、付与

時点の単位当たりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定し

ております。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

      将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。 

４．連結財務諸表への影響額 

該当事項はありません。 

 

 

－  － 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円） （千円）
 

繰延税金資産（流動） 

貸倒引当金 1,458

賞与引当金 45,469

未払費用 1,547

未払事業税 10,497

計 58,973

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 157,618

役員退職慰労引当金 83,273

減価償却超過額 2,107

減損損失 20,761

小計 263,761

評価性引当額 △20,761

計 243,000

繰延税金資産合計 301,973
  

 
繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金 1,660

賞与引当金 42,039

未払費用 4,834

未払事業税 13,890

未払金 6,098

計 68,523

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 186,772

役員退職慰労引当金 84,505

減価償却超過額 1,977

減損損失 20,761

小計 294,016

評価性引当額 △105,266

計 188,749

繰延税金資産合計 257,272
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

（％） （％）
 

法定実効税率 40.50

（調整） 

留保金課税 4.53

住民税均等割 2.20

その他 0.01

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.24
  

 
法定実効税率 40.50

（調整） 

留保金課税 3.24

住民税均等割 1.61

評価性引当金 16.03

その他 1.03

税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.41
  

 

 

－  － 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 
幼児体育指導
関連事業 

（千円） 

コンサルティ
ング関連事業

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 3,182,371 195,150 3,377,522 － 3,377,522

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

47,787 3,600 51,387 (51,387) －

計 3,230,159 198,750 3,428,909 (51,387) 3,377,522

営業費用 2,931,404 162,016 3,093,421 (58,131) 3,035,289

営業利益 298,754 36,733 335,488 6,744 342,232

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出 

 

資産 2,784,420 114,684 2,899,104 (20,339) 2,878,765

減価償却費 23,212 78 23,291 － 23,291

資本的支出 38,018 350 38,368 － 38,368

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、役務の種類・性質、提供先等の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な品目 

事業区分 主要品目 

幼児体育指導関連事業 正課体育指導、課外体育指導、イベント企画、保育所経営、人材派遣 

コンサルティング関連事業 幼稚園・保育園の経営コンサルティング、セミナーの企画・開催 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

 

－  － 
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当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 
幼児体育指導
関連事業 

（千円） 

コンサルティ
ング関連事業

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 3,525,517 231,706 3,757,224 － 3,757,224

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

53,326 3,600 56,926 (56,926) －

計 3,578,844 235,306 3,814,151 (56,926) 3,757,224

営業費用 3,124,560 179,817 3,304,378 (64,387) 3,239,990

営業利益 454,284 55,488 509,772 7,460 517,233

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出 

 

資産 2,791,522 166,408 2,957,930 (19,703) 2,938,227

減価償却費 22,861 95 22,957 － 22,957

資本的支出 26,187 － 26,187 － 26,187

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、役務の種類・性質、提供先等の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な品目 

事業区分 主要品目 

幼児体育指導関連事業 正課体育指導、課外体育指導、イベント企画、保育所経営、人材派遣 

コンサルティング関連事業 幼稚園・保育園の経営コンサルティング、セミナーの企画・開催 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

－  － 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

学校法人大和
学園との取引

  

貸付 30,000 貸付金 30,000

個人主要株
主、かつ役
員及びその
近親者 

山下孝一 － － 

当社代表
取締役社
長 
学校法人
大和学園
理事長 

(被所有)
直接 

46.8
－ － 

受取利息 280  

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

３．上記の取引は、役員が第三者のためにする取引に該当します。 

４．上記の取引は、平成18年９月に解消しております。なお、山下孝一は、学校法人大和学園の理事長を平

成18年９月に退任しております。 

 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

学校法人大和
学園との取引

  

貸付 33,000 － －

個人主要株
主、かつ役
員及びその
近親者 

山下孝一 － － 

当社代表
取締役社
長 
学校法人
大和学園
理事長 

(被所有)
直接 

46.8
－ － 

受取利息 379  

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

３．上記の取引は、役員が第三者のためにする取引に該当します。 

４．上記の取引は、平成18年９月に解消しております。なお、山下孝一は、学校法人大和学園の理事長を平

成18年９月に退任しております。 

 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 1,418.47円

１株当たり当期純利益金額 185.09円

  

 

１株当たり純資産額 1,574.98円

１株当たり当期純利益金額 182.51円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

  

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当期純利益（千円） 201,004 198,202 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 201,004 198,202 

期中平均株式数（千株） 1,086 1,086 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 新株予約権１種類（新株予約権

の数52,000個） 

  

 平成16年12月13日臨時株主総会

決議により発行した新株予約権１

種類（新株予約権の数52,000個）

 平成19年２月６日臨時株主総会

決議により発行した新株予約権１

種類（新株予約権の数920個） 

 

－  － 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。  当社は、平成19年５月28日に株式会社大阪証券取引所

ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場に

上場いたしました。 

 株式上場に際して、平成19年４月20日及び平成19年５

月８日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の

発行を決議し、平成19年５月27日に払込が完了いたしま

した。 

 
 
① 募集方法 ：一般公募 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式    220,000株

③ 新株発行後の発行済株

式数 

：       1,306,000株

④ 発行価格 ：１株につき    1,850円

⑤ 引受価額 ：１株につき    1,702円

⑥ 発行価額 ：１株につき   1,445円

⑦ 資本組入額 ：１株につき    851円

⑧ 発行価額の総額 ：      317,900千円

⑨ 払込金額の総額 ：      374,440千円

⑩ 資本組入額の総額 ：       187,220千円

⑪ 払込期日 ：    平成19年５月27日

⑫ 配当起算日 ：    平成19年４月１日

⑬ 資金の使途 ： 幼児教育全般に及ぶ事業

拡大に備えた優秀な人材

の採用及び教育のための

資金に充当することを予

定しております。 
  

 

 

－  － 

 

37



幼児活動研究会㈱ （2152） 平成19年3月期決算短信 

５【個別財務諸表】 

(1）【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減  

（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,410,285 1,402,184  

２．売掛金  33,030 49,627  

３．有価証券  21,623 20,364  

４．商品  1,130 1,082  

５．貯蔵品  4,510 17,576  

６．前払費用  9,208 28,507  

７．繰延税金資産  58,516 65,894  

８．その他  24,233 8,844  

貸倒引当金  △3,606 △4,813  

 

流動資産合計  1,558,932 56.0 1,589,268 56.9 30,335

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物 ※１ 160,263 179,512   

減価償却累計額  36,592 123,671 56,923 122,589  

(2）構築物  524 524   

減価償却累計額  397 126 423 100  

(3）工具器具備品 ※１ 92,173 106,052   

減価償却累計額  67,102 25,071 77,962 28,089  

(4）土地  221,383 244,096  

(5）建設仮勘定  8,988 －  

 

有形固定資産合計  379,242 13.6 394,876 14.1 15,633 

２．無形固定資産    

(1）借地権  19,507 19,507  

(2）商標権  2,147 1,896  

(3）ソフトウェア  10,231 22,106  

(4）その他  2,579 2,579  

 

無形固定資産合計  34,464 1.2 46,089 1.7 11,624 

 

－  － 
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 

（千円）

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  － 1,275  

(2）関係会社株式  3,000 3,000  

(3）出資金  80 80  

(4）保険積立金  283,836 300,467  

(5）長期貸付金  30,000 －  

(6）長期前払費用  953 749  

(7）繰延税金資産  243,000 188,749  

(8）投資不動産  254,991 217,922   

減価償却累計額  26,427 228,564 14,564 203,358  

(9）長期性預金  － 39,000  

(10）その他  22,345 24,606  

 

投資その他の資産合
計 

 811,780 29.2 761,288 27.3 △50,491 

固定資産合計  1,225,487 44.0 1,202,254 43.1 △23,233 

資産合計  2,784,420 100.0 2,791,522 100.0 7,102 

     

 

－  － 
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減  

（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  69,836 57,969  

２．未払金  218,773 112,353  

３．未払費用  6,688 11,592  

４．未払法人税等  130,754 161,000  

５．未払消費税等  25,021 24,956  

６．前受金  151,474 19,706  

７．預り金  6,798 21,952  

８．前受収益  551 553  

９．賞与引当金  112,270 100,800  

 

流動負債合計  722,168 25.9 510,884 18.3 △211,284 

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  389,182 461,165  

２．役員退職慰労引当金  205,614 208,655  

３．その他  549 549  

 

固定負債合計  595,345 21.4 670,370 24.0 75,024 

負債合計  1,317,514 47.3 1,181,255 42.3 △136,259 

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※２ 219,240 7.9 － － － 

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  71,157 －   

 

資本剰余金合計  71,157 2.6 － － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  12,842 －   

２．任意積立金    

(1）別途積立金  130,000 －   

３．当期未処分利益  1,033,665 －   

 

利益剰余金合計  1,176,508 42.2 － － －

資本合計  1,466,905 52.7 － － － 

負債・資本合計  2,784,420 100.0 － －  － 

     

－  － 
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減  

（千円） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 

１．資本金  － － 219,240 7.9 －

２．資本剰余金     

資本準備金  － 71,157   

資本剰余金合計  － － 71,157 2.5 －

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  － 12,842   

(2）その他利益剰余金    

別途積立金  － 130,000   

繰越利益剰余金  － 1,177,027   

 

利益剰余金合計  － － 1,319,869 47.3 －

株主資本合計  － － 1,610,267 57.7 －

純資産合計  － － 1,610,267 57.7 －

負債純資産合計  － － 2,791,522 100.0 －

    

 

－  － 

 

41



幼児活動研究会㈱ （2152） 平成19年3月期決算短信 

（2）【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高  3,230,159 100.0 3,578,844 100.0 348,685 

Ⅱ 売上原価  2,316,277 71.7 2,494,294 69.7 178,016 

売上総利益  913,881 28.3 1,084,550 30.3 170,669 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 615,126 19.1 630,266 17.6 15,139 

営業利益  298,754 9.2 454,284 12.7 155,529 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  700 1,903   

２．受取配当金 ※１ 8,200 6,600   

３．保険金収入  34,664 2,169   

４．賃貸料収入 ※１ 7,603 7,676   

５．受取手数料 ※１ － 7,904   

６．その他  5,972 57,141 1.8 175 26,430 0.7 △30,710 

Ⅴ 営業外費用    

１．賃貸料収入原価  2,425 1,679   

２．支払補償費  － 1,476   

３．その他  598 3,023 0.1 － 3,156 0.1 132

経常利益  352,871 10.9 477,558 13.3 124,686 

Ⅵ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※３ 289 289 0.0 － －  289

税引前当期純利益  352,582 10.9 477,558 13.3 124,975 

法人税、住民税及び
事業税 

 209,449 259,088   
 

法人税等調整額  △44,614 164,834 5.1 46,872 305,961 8.5 141,126 

当期純利益  187,747 5.8 171,597 4.8 △16,150 

前期繰越利益  845,917 －  －

当期未処分利益  1,033,665 －  －

     

 

－  － 
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売上原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 

（千円）

Ⅰ 商品  976 0.0 1,624 0.1 647 

Ⅱ 人件費    

１．給与及び手当  1,056,628 1,132,476   

２．賞与  90,264 82,697   

３．賞与引当金繰入額  99,170 93,800   

４．退職給付費用  68,489 85,657   

５．法定福利費  177,832 174,274   

 

６．その他  6,025 1,498,411 64.7 9,613 1,578,518 63.3 80,107 

Ⅲ 経費    

１．企画費  226,385 232,375   

２．施設賃借料  347,347 414,689   

３．旅費交通費  118,698 130,786   

４．旅行原価  71,468 62,911   

 

５．その他  52,989 816,889 35.3 73,387 914,150 36.6 97,261 

合計  2,316,277 100.0 2,494,294 100.0 178,016 

     

 

－  － 
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（3）【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成19年２月６日）

 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）  

Ⅰ 当期未処分利益   1,033,665    

Ⅱ 利益処分額     

１．配当金  28,236   

２．役員賞与金  － 28,236   

Ⅲ 次期繰越利益   1,005,429   

      

 

－  － 
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
資本準備
金 

資本剰余
金合計 

利益準
備金 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

株主資本合
計 

純資産合計

平成18年３月31日 残高（千円） 219,240 71,157 71,157 12,842 130,000 1,033,665 1,176,508 1,466,905 1,466,905

事業年度中の変動額 

剰余金の配当 (注) － － － － － △28,236 △28,236 △28,236 △28,236

当期純利益 － － － － － 171,597 171,597 171,597 171,597

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － － 143,361 143,361 143,361 143,361

平成19年３月31日 残高（千円） 219,240 71,157 71,157 12,842 130,000 1,177,027 1,319,869 1,610,267 1,610,267

    
（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

－  － 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1）満期保有目的の債券 (1）満期保有目的の債券 １．有価証券の評価基準及び

評価方法  償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

同左 

 (2）子会社及び関連会社株式 (2）子会社及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法を採用して

おります。 

同左 

商品 商品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 総平均法による原価法 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 

 最終仕入原価法 同左 

(1）有形固定資産（投資不動産を含む） (1）有形固定資産（投資不動産を含む）３．固定資産の減価償却の方

法 定率法 同左 

  ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 

 建物及び構築物  ３～47年 

工具器具備品   ３～８年 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法 同左 

  なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき当

事業年度負担額を計上しております。

同左 

－  － 
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項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

 過去勤務債務は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定額

法により按分した額を費用処理するこ

ととしております。 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。 

同左 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

同左 

 

－  － 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 

────── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

1,610,267千円であります。 

  なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

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。 

 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （損益計算書） 

１．前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「受取手数料」は、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しまし

た。 

  なお、前事業年度における「受取手数料」の金額

は4,927千円であります。 

２．前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「支払補償費」は、営業外費用

の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しまし

た。 

   なお、前事業年度における「支払補償費」の金額

は598千円であります。 

 

－  － 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 当期において国庫補助金の受入れにより圧縮記帳

を行っております。 

※１ 当事業年度までに取得した有形固定資産のうち国

庫補助金等による圧縮記帳額は次のとおりでありま

す。 圧縮記帳額は建物8,160千円、工具器具備品1,211

千円であります。 建物       8,160千円 

工具器具備品   1,211千円 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 ※２        ────── 
 

授権株式数   普通株式 1,952,000株

発行済株式総数 普通株式 1,086,000株
  

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
 

関係会社よりの受取配当金 8,200千円

関係会社よりの賃貸料収入 2,760千円
  

 
関係会社よりの受取配当金 6,600千円

関係会社よりの賃貸料収入 2,760千円

関係会社よりの受取手数料 4,800千円
  

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は６％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は94％であ

ります。 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は９％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は91％であ

ります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。  主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
 

広告宣伝費 32,514千円

役員報酬 125,976 

従業員給与 70,959 

貸倒引当金繰入額 1,884 

賞与引当金繰入額 13,100 

退職給付費用 5,730 

役員退職慰労引当金繰入額 54,156 

旅費交通費 53,586 

減価償却費 10,839 

地代家賃 36,521 

保険料 36,205 
  

 
広告宣伝費 54,817千円

役員報酬 121,745 

従業員給与 60,347 

貸倒引当金繰入額 2,395 

賞与引当金繰入額 7,000 

退職給付費用 4,564 

役員退職慰労引当金繰入額 3,041 

旅費交通費 66,358 

減価償却費 10,994 

地代家賃 38,704 

保険料 55,111 
  

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３        ────── 
 

工具器具備品 289千円
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項  

該当事項はありません。 

 

－  － 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額

なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項

の規定により記載を省略しております。 

同左 

 

（有価証券関係） 

 前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）及び当事業年度（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円） （千円）
 

繰延税金資産（流動） 

貸倒引当金 1,460

賞与引当金 45,469

未払費用 1,547

未払事業税 10,039

計 58,516

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 157,618

役員退職慰労引当金 83,273

減価償却超過額 2,107

減損損失 20,761

計 263,761

評価性引当額 △20,761

計 243,000

繰延税金資産合計 301,516
  

 
繰延税金資産（流動） 

貸倒引当金 1,949

賞与引当金 40,824

未払費用 4,694

未払事業税 12,327

未払金 6,098

計 65,894

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 186,772

役員退職慰労引当金 84,505

減価償却超過額 1,977

減損損失 20,761

計 294,016

評価性引当額 △105,266

計 188,749

繰延税金資産合計 254,644
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

（％） （％）
 

法定実効税率 40.50

（調整） 

留保金課税 3.75

住民税均等割 2.36

その他 0.14

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.75
  

 
法定実効税率 40.50

（調整） 

留保金課税 3.54

住民税均等割 1.77

評価性引当額 17.70

その他 0.56

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.07
  

 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 1,350.74円

１株当たり当期純利益金額 172.88円

  

 

１株当たり純資産額 1,482.75円

１株当たり当期純利益金額 158.01円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

  

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当期純利益（千円） 187,747 171,597 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 187,747 171,597 

期中平均株式数（千株） 1,086 1,086 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

 新株予約権１種類（新株予約権

の数52,000個） 

 

 平成16年12月13日臨時株主総会

決議により発行した新株予約権１

種類（新株予約権の数52,000個）

 平成19年２月６日臨時株主総会

決議により発行した新株予約権１

種類（新株予約権の数920個） 

 

－  － 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。  当社は、平成19年５月28日に株式会社大阪証券取引所

ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場に

上場いたしました。 

 株式上場に際して、平成19年４月20日及び平成19年５

月８日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の

発行を決議し、平成19年５月27日に払込が完了いたしま

した。 

 
 
① 募集方法 ：一般公募 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式    220,000株

③ 新株発行後の発行済株

式数 

：       1,306,000株

④ 発行価格 ：１株につき    1,850円

⑤ 引受価額 ：１株につき    1,702円

⑥ 発行価額 ：１株につき   1,445円

⑦ 資本組入額 ：１株につき    851円

⑧ 発行価額の総額 ：      317,900千円

⑨ 払込金額の総額 ：      374,440千円

⑩ 資本組入額の総額 ：       187,220千円

⑪ 払込期日 ：    平成19年５月27日

⑫ 配当起算日 ：    平成19年４月１日

⑬ 資金の使途 ： 幼児教育全般に及ぶ事業

拡大に備えた優秀な人材

の採用及び教育のための

資金に充当することを予

定しております。 
  

 

６【その他】 

    特記すべき重要な事項はありません。 

－  － 
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