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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日） 
(1)連結経営成績                         （％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（当期）純利益

   百万円    ％ 百万円   ％ 百万円   ％  百万円    ％

20 年３月期第１四半期 
19 年３月期第１四半期 

955    －
－    －

136    －
－    －

137    － 
－    － 

68    －
  －    －

19 年３月期 3,757    － 517    － 527    － 198    －

 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

     円    銭     円    銭

20 年３月期第１四半期 
19 年３月期第１四半期 

58  52
－  －

56  66
－  －

19 年３月期 182    51 －  －

 
(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

20 年３月期第１四半期 
19 年３月期第１四半期 

3,368
－

2,124
－

63.1 
－ 

1,627    10
－    －

19 年３月期 2,938 1,710 58.2 1,574    98

 
(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 
四半期末(期末）残高

   百万円 百万円 

万円 ％

  百万円    百万円 

20 年３月期第１四半期 
19 年３月期第１四半期 

△25
－

△29
－

346 
－ 

1,330
－

19 年３月期 121 △216 △28 1,039

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

     円    銭

19 年３月期第１四半期 
20 年３月期第１四半期 

－  －
－  －

 
３．平成 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) 四半期連結財務諸表の作成基準 : 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無 
(4) 会計監査人の関与 : 無 

 
５．個別業績の概要（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日） 

(1)個別経営成績                         （％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（当期）純利益

   百万円    ％ 百万円   ％ 百万円   ％  百万円    ％

20 年３月期第１四半期 
19 年３月期第１四半期 

911    －
－    －

123    －
－    －

134    － 
－    － 

70    －
  －    －

19 年３月期 3,578    － 454    － 477    － 171    －

 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

     円    銭     円    銭

20 年３月期第１四半期 
19 年３月期第１四半期 

60    35
－    －

58  44
－  －

19 年３月期 158    01 －  －

 
(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

20 年３月期第１四半期 
19 年３月期第１四半期 

3,205
－

2,026
－

63.2 
－    － 

1,552    05
  －    －

19 年３月期 2,791 1,610 57.7 1,482    75

 

６．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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【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 

  （当第１四半期の経営成績） 

当第１四半期におけるわが国の経済は、企業収益の拡大により設備投資が増加し、加えて雇用情勢の改善に

より景気の回復基調が見られました。一方で、原油価格や金利の上昇懸念を受け、個人消費はいまだ本格的な

回復に至っていない状況です。 

    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、このことは園経

営・教育の面で幼稚園・保育園にも深刻な問題を投げかけておりますが、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

ります。このように幼稚園・保育園の差別化への要求が強まる傾向の中で、当社グループは各事業を通じて幼

稚園・保育園、さらには園児の保護者から高い評価を得られるよう努めてまいりました。 

これらの結果、当第１四半期の売上高は955百万円、営業利益136百万円、経常利益137百万円、当期純利益

68百万円となりました。 

 

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。 

 

   ・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、正課体育指導契約の順調な増加に加え、より高付加価値なサービスを提

供するYYプロジェクトへのニーズの高まりを受け、新規契約のみならず通常契約からの移行分も含めて同プロ

ジェクトへの導入実績が増加したこと、課外体育指導の会員数が堅調に推移したことが貢献し、当第１四半期

における幼児体育指導関連事業の業績は、売上高911百万円、営業利益123百万円となりました。 

 

   ・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、YYプロジェクトへのニーズの高まりを受けて幼稚園・保育園向けコ

ンサルティングの年間契約が順調に増加したことにより、当第１四半期におけるコンサルティング関連事業の

業績は、売上高58百万円、営業利益11百万円となりました。 

 

（参考）契約園数及び会員数の動向                               （単位：園） 

19年３月期 20年３月期 

第１四半期 

 

増減率（％） 

 

(19年３月末日） (19年６月末日）  

幼児体育指導関連事業    

 正課体育指導契約園数 686 704 2.6

 （うち、YYプロジェクト導入園） *１ (39) (74) 89.7

  幼稚園 542 549 1.3

  保育園 144 155 7.6

 課外体育指導契約園数 700 727 3.9

 課外体育指導会員数(人) 36,791 38,099 3.6

コンサルティング関連事業    

 コンサルティング契約園 115 130 13.0

 （うち、YYプロジェクト導入園） *１ (41) (76) 85.4

  トータルサポート契約園     *２ 75 100 33.3

  サポート日経契約園 *３ 40 30 △25.0

*１： YYプロジェクトは、「子供の可能性は無限」「どの子も育つ」という子供の本来持つ潜在能力に着目したまったく新しい教

育プログラムを幼稚園・保育園に導入することを企図したものであり、その指導範囲はこれまでの体育のみならず、読み書き・

計算・音楽等教育全般に及んでいます。 

*２：トータルサポートは、幼稚園・保育園と個々に年間契約（年間12回訪問）を交わし、保育面、経営面等を総合的に支援する事

業です。 

*３：サポート日経は、幼稚園・保育園と個々に年間契約（年間６回訪問）を交わし、保育面、経営面等に対して助言・指導する事

業です。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

  （当第１四半期における資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期末における流動資産は、2,159百万円と前連結会計年度末に対し420百万円の増加となりました。

これは、主に現金及び預金315百万円、売掛金75百万円及び繰延税金資産15百万円の増加によるものでありま

す。 

当第１四半期末における固定資産は、1,208百万円と前連結会計年度末に対し9百万円の増加となりました。

これは、主に繰延税金資産10百万円の増加によるものであります。 

 当第１四半期末における流動負債は、547百万円と前連結会計年度末に対し9百万円の減少となりました。こ

れは、前受金53百万円及び賞与引当金51百万円の増加があったものの、未払法人税等84百万円及び、未払金43

百万円が大きく減少したことによるものであります。 

当第１四半期末における固定負債は、695百万円と前連結会計年度末に対し25百万円の増加となりました。

これは、主に退職給付引当金24百万円の増加によるものであります。 

当第１四半期末における純資産の残高は3,368百万円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期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291百万円

増加し、1,330百万円となりました。 

当第１四半期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、使用した資金は25百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益137

百万円、賞与引当金51百万円、前受金53百万円及び退職給付引当金24百万円の増加であり、支出の主な内訳は、

売上債権の増加75百万円及び法人税等の支払額174百万円であります。 

・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29百万円となりました。これは主に定期預金に23百万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、得られた資金は346百万円となりました。これは新株の発行による374百万円の増加と配当

金支払額28百万円の減少によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   （当期の見通し） 

   業績予想は、平成19年５月28日公表時から変更しておりません。なお、業績予想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。したがいまして、実際の業績等は業況の

変化等により予想数値と異なる場合があります。 
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４.四半期連結財務諸表 

 (1）四半期連結貸借対照表 

     
当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 
（参考）前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  1,864,938 1,549,374  

２．売掛金  114,702 39,235  

３．有価証券  30,289  30,289  

４．たな卸資産  10,333 22,432  

５．繰延税金資産  84,279 68,523  

６．その他  62,473 32,943  

貸倒引当金  △7,664 △4,100  

流動資産合計  2,159,352 64.1 1,738,697 59.2 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※１ 201,185 199,172   

減価償却累計額  68,357 132,827 66,388 132,784  

(2）工具器具備品 ※１ 106,163 106,052   

減価償却累計額  80,693 25,469 77,962 28,089  

(3）土地  289,336 289,336  

有形固定資産合計  447,634 13.3 450,210 15.3 

２．無形固定資産  44,372 1.3 46,089 1.6 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  1,275 1,275  

(2）保険積立金  303,774 300,467  

(3）繰延税金資産  198,879 188,749  

(4）投資不動産  153,897 153,897   

減価償却累計額  5,665 148,231 5,597 148,299  

(5）長期性預金  39,000 39,000  

(6）その他  25,626 25,436  

投資その他の資産合計  716,787 21.3 703,229 23.9 

固定資産合計  1,208,794 35.9 1,199,529 40.8 

資産合計  3,368,147 100.0 2,938,227 100.0 

    

－  － 
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当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 
（参考）前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  48,039 63,263  

２．未払金  71,149 114,594  

３．未払法人税等  95,984 180,000  

４．前受金  86,804 33,477  

５．賞与引当金  155,700 103,800  

６．その他  90,092 62,295  

流動負債合計  547,771 16.3 557,430 19.0 

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  485,465 461,165  

２．役員退職慰労引当金  209,368 208,655  

３．その他  549 549  

固定負債合計  695,382 20.6 670,370 22.8 

負債合計  1,243,154 36.9 1,227,801 41.8 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  406,460 12.1 219,240 7.5 

２．資本剰余金  258,377 7.7 71,157 2.4 

３．利益剰余金  1,460,155 43.3 1,420,028 48.3 

株主資本合計  2,124,992 63.1 1,710,425 58.2 

純資産合計  2,124,992 63.1 1,710,425 58.2 

負債純資産合計  3,368,147 100.0 2,938,227 100.0 

    

 

－  － 
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 (2)四半期連結損益計算書 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

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

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  955,432 100.0 3,757,224 100.0 

Ⅱ 売上原価  622,939 65.2 2,569,036 68.4 

売上総利益  332,493 34.8 1,188,188 31.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 195,893 20.5 670,954 17.8 

営業利益  136,600 14.3 517,233 13.8 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  419 1,970   

２．賃貸料収入  1,224 4,916   

３．保険金収入  23,212 2,169   

４．受取手数料   － 3,104   

５．その他  865 25,722 2.7 190 12,351 0.3 

Ⅴ 営業外費用    

１．賃貸料収入原価  213 877   

２．支払補償費  － 1,476   

３．株式上場費用  23,506 －   

４．その他  1,194 24,914 2.6 － 2,354 0.1 

経常利益  137,408 14.4 527,230 14.0 

税金等調整前四半期
（当期）純利益 

 137,408 14.4 527,230 14.0 

法人税、住民税及び事
業税 

 94,931 284,327   

法人税等調整額  △25,886 69,045 7.2 44,700 329,028 8.7 

四半期（当期）純利益  68,362 7.2 198,202 5.3 

    

 

－  － 
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(3)四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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19年３月31日残高（千円） 219,240 71,157 1,420,028 1,710,425 1,710,425

第１四半期連結会計期間中の変
動額  

新株の発行 187,220 187,220 － 374,440 374,440

剰余金の配当（注） － － △28,236 △28,236 △28,236

第１四半期純利益 － － 68,362 68,362 68,362

第１四半期連結会計期間中の変 
動額合計 (千円） 187,220 187,220 40,126 414,566 414,566

平成19年６月30日残高（千円） 406,460 258,377 1,460,155 2,124,992 2,124,992

(注) 平成19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。 

 

 

（参考）前連結会計年度（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。 

－  － 
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－  － 
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(4)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日）

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

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

税金等調整前四半期
（当期）純利益 

 137,408 527,230 

減価償却費  6,487 22,957 

退職給付引当金の増減
額 

 24,299 71,983 

役員退職慰労引当金の
増減額 

 712 3,041 

賞与引当金の増減額  51,900 △8,470 

貸倒引当金の増減額  3,563 501 

受取利息及び受取配当
金 

 △419 △1,970 

売上債権の増減額  △75,466 △15,254 

たな卸資産の増減額  12,099 △15,728 

その他流動資産の増減
額 

 △29,530 △3,457 

仕入債務の増減額  △15,223 △7,512 

前受金の増減額  53,327 △129,194 

その他流動負債の増減
額 

 △19,696 △87,730 

小計  149,460 356,395 

利息及び配当金の受取
額 

 419 1,947 

法人税等の支払額  △174,897 △236,949 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △25,017 121,394 
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当第１四半期連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日）

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

区分 
注記 
番号 

金額（千円）      金額（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  △23,903 △162,640 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 － △22,893 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 － 22,892 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △2,124 △11,198 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 － △14,989 

貸付金返済による収入  － 33,000 

貸付による支出  － △3,000 

長期性預金の預入れに
よる支出 

 － △39,000 

その他  △3,497 △18,688 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △29,525 △216,517 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

新株の発行による収入  374,440 － 

配当金の支払額  △28,236 △28,236 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 346,204 △28,236 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
減額 

 291,661 △123,358 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,039,122 1,162,481 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四
半期末（期末）残高 

※ 1,330,784 1,039,122 

    

 

 

－  － 
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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 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 １社 

 連結子会社の名称 

 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 

  該当事項はありません。 

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。 

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。 

４．会計処理基準に関する事

項 

 

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 

  償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

 その他有価証券 

 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。 

 ロ たな卸資産 

 商品 

 総平均法による原価法 

 貯蔵品 

 最終仕入原価法 

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 

  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 

 定額法 

  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。 

－  － 

 

 

- 11 -



幼児活動研究会株式会社 （2152） 平成20年３月期第１四半期財務・業績の概況 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

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。

 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。 

 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。 

 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。 

(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。 

 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。 

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。 

－  － 
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項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30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。 

 

 

注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第１四半期連結会計期間末 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

※１ 当第１四半期連結会計期間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。 

建物及び構築物   8,160千円 

工具器具備品    1,211千円 

－  － 
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（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30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。 
 

広告宣伝費 29,929千円

役員報酬 31,062 

従業員給与 24,658 

賞与引当金繰入額 3,529 

退職給付費用 1,879 

役員退職慰労引当金繰入額 712 

旅費交通費 23,057 

貸倒引当金繰入額 3,563 
  

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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） 

当第１四半期連結
会計期間増加株式
数（株） 

当第１四半期連結
会計期間減少株式
数（株） 

当第１四半期連結
会計期間末株式数
（株） 

発行済株式     

普通株式 1,086,000 220,000 － 1,306,000 

合計 1,086,000 220,000 － 1,306,000 

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19年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 28,236 26 平成19年３月31日 平成19年６月27日

 

(2）基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期連結会計期

間末後となるもの 

   該当事項はありません。 

 

－  － 
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－  － 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年６月30日現在）
 

 （千円）

現金及び預金勘定 1,864,938

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △544,079

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 1,330,784
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（セグメント情報） 

事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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） 

売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 898,204 57,228 955,432 － 955,432

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

13,652 900 14,552 (14,552) －

計 911,857 58,128 969,985 (14,552) 955,432

営業費用 788,625 46,129 834,755 (15,922) 818,832

営業利益 123,231 11,998 135,229 1,370 136,600

 （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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５.四半期個別財務諸表 

(1）四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

（参考）前事業年度 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,713,867 1,402,184  

２．売掛金  112,802 49,627  

３．有価証券  20,364 20,364  

４．商品  785 1,082  

５．貯蔵品  7,814 17,576  

６．前払費用  21,186 28,507  

７．繰延税金資産  81,517 65,894  

８．その他  43,902 8,844  

貸倒引当金  △8,047 △4,813  

流動資産合計  1,994,192 62.2 1,589,268 56.9 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物 ※１ 181,525 179,512   

減価償却累計額  58,720 122,805 56,923 122,589  

(2）構築物  524 524   

減価償却累計額  429 95 423 100  

(3）工具器具備品 ※１ 106,052 106,052   

減価償却累計額  80,692 25,360 77,962 28,089  

(4）土地  244,096 244,096  

有形固定資産合計  392,357 12.2 394,876 14.1 

２．無形固定資産    

(1）借地権  19,507 19,507  

(2）商標権  1,834 1,896  

(3）ソフトウェア  20,451 22,106  

(4）その他  2,579 2,579  

無形固定資産合計  44,372 1.4 46,089 1.7 

 

－  － 
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－  － 
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当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

（参考）前事業年度 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  1,275 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  303,774 300,467  

(5）長期前払費用  749 749  

(6）繰延税金資産  198,879 188,749  

(7）投資不動産  217,922 217,922   

減価償却累計額  14,789 203,133 14,564 203,358  

(8）長期性預金  39,000 39,000  

(9）その他  24,796 24,606  

投資その他の資産合
計 

 774,689 24.2 761,288 27.3 

固定資産合計  1,211,419 37.8 1,202,254 43.1 

資産合計  3,205,612 100.0 2,791,522 100.0 
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当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

（参考）前事業年度 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  46,304 57,969  

２．未払金  67,316 112,353  

３．未払費用  11,695 11,592  

４．未払法人税等  91,101 161,000  

５．未払消費税等  30,382 24,956  

６．前受金  41,281 19,706  

７．預り金  43,415 21,952  

８．前受収益  553 553  

９．賞与引当金  151,200 100,800  

流動負債合計  483,252 15.1 510,884 18.3 

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  485,465 461,165  

２．役員退職慰労引当金  209,368 208,655  

３．その他  549 549  

固定負債合計  695,382 21.7 670,370 24.0 

負債合計  1,178,635 36.8 1,181,255 42.3 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  406,460 12.7 219,240 7.9 

２．資本剰余金    

資本準備金  258,377 71,157   

資本剰余金合計  258,377 8.0 71,157 2.5 

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  15,666 12,842   

(2）その他利益剰余金    

別途積立金  130,000 130,000   

繰越利益剰余金  1,216,473 1,177,027   

利益剰余金合計  1,362,140 42.5 1,319,869 47.3 

株主資本合計  2,026,977 63.2 1,610,267 57.7 

純資産合計  2,026,977 63.2 1,610,267 57.7 

負債純資産合計  3,205,612 100.0 2,791,522 100.0 

    

－  － 
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（2）四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

（参考）前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  911,857 100.0 3,578,844 100.0 

Ⅱ 売上原価  604,982 66.3 2,494,294 69.7 

売上総利益  306,874 33.7 1,084,550 30.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 183,643 20.2 630,266 17.6 

営業利益  123,231 13.5 454,284 12.7 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  419 1,903   

２．受取配当金 ※１ 9,000 6,600   

３．保険金収入  23,212 2,169   

４．賃貸料収入 ※１ 1,914 7,676   

５．受取手数料 ※１ － 7,904   

６．その他  2,065 36,612 4.0 175 26,430 0.7 

Ⅴ 営業外費用    

１．賃貸料収入原価  403 1,679   

２．支払補償費  － 1,476   

３．株式上場費用  23,506 －   

４．その他  1,194 25,104 2.7 － 3,156 0.1 

経常利益  134,739 14.8 477,558 13.3 

税引前四半期（当
期）純利益 

 134,739 14.8 477,558 13.3 

法人税、住民税及び
事業税 

 89,985 259,088   

法人税等調整額  △ 25,752 64,233 7.1 46,872 305,961 8.5 

四半期（当期）純利
益 

 70,506 7.7 171,597 4.8 

    

 

－  － 
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－  － 
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（3）四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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

第１四半期会計期間中の変動額 

新株の発行 187,220 187,220 187,220 － － － － 374,440 374,440

利益準備金の積立 － － － 2,823 － △2,823 － － －

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

第１四半期純利益 － － － － － 70,506 70,506 70,506 70,506

第１四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

187,220 187,220 187,220 2,823 － 39,446 42,270 416,710 416,710

平成19年６月30日 残高（千円） 406,460 258,377 258,377 15,666 130,000 1,216,473 1,362,140 2,026,977 2,026,977
    
（注）平成19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。 

 

 

（参考）前事業年度（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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

(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。 

 (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。 

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 

 貯蔵品 

 最終仕入原価法 

(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 

  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 

 定額法 

  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 

  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。

 (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。

－  － 
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項目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

 (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。 

 (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。 

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。 

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。 

 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

※１ 当第１四半期会計期間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。 

建物       8,160千円 

工具器具備品   1,211千円 

 

－  － 
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－  － 
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（四半期損益計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30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。 
 

関係会社よりの受取配当金 9,000千円

関係会社よりの賃貸料収入 690千円

関係会社よりの受取手数料 1,200千円
  
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は13.6％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は86.4％

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 24,428千円

役員報酬 28,592 

従業員給与 24,658 

貸倒引当金繰入額 3,233 

賞与引当金繰入額 3,529 

退職給付費用 1,879 

役員退職慰労引当金繰入額 712 

旅費交通費 20,411 

減価償却費 4,220 

地代家賃 11,143 

保険料 3,696 
     

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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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