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平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

平成20年２月１日 
 

 
１．四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 
 ① 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無： 有 
 ② 連結及び持分法の適用範囲の異動状況       ： 無 
 ③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無     ： 無 

 
 （百万円未満切捨て） 

２．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31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３四半期 2,931 6.7 337 △16.1 326 △20.3 211 2.6
19年３月期第３四半期 2,748 － 401 － 409 － 205 －

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３四半期 167 68 160 37
19年３月期第３四半期 189 65 －

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３四半期 3,447 2,253 65.4 1,725 50
19年３月期第３四半期 2,854 1,718 60.2 1,582 12

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
期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第３四半期 103 △765 346 722
19年３月期第３四半期 △23 △130 △28 980

19年３月期 121 △216 △28 1,039

 
 

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 4,035 7.4 529 2.3 493 △6.5 326 64.6 256 34

 
 
 

上 場 会 社 名 幼児活動研究会株式会社 上場取引所 大証ヘラクレス Ｇ 

コ ー ド 番 号 2152 ＵＲＬ http://www.youji.co.jp/ 

代  表  者 代表取締役社長 山下 孝一 
問合せ先責任者 取締役経理部長 松野 尚良 ＴＥＬ  (03) 3494－0262 
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 （参考） 

 
１．個別業績の概要（平成19年４月１日～平成19年12月31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３四半期 2,811 7.2 306 △14.7 309 △18.3 203 6.7
19年３月期第３四半期 2,622 － 359 － 378 － 190 －

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３四半期 161 52 154 48
19年３月期第３四半期 175 67 －

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３四半期 3,301 2,145 65.0 1,642 86
19年３月期第３四半期 2,722 1,629 59.9 1,500 41

19年３月期 2,791 1,610 57.7 1,482 75

 
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 3,844 7.4 462 1.8 442 △7.3 299 74.9 235 11

 

＊ 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３四半期の経営成績) 

 当第３四半期におけるわが国経済は、堅調な企業業績に伴う設備投資の増加や、雇用情勢の改善による個人消費の回復に

より、景気は依然緩やかな回復基調を維持しておりますが、米国における信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムロー

ン)に端を発した株価の下落や、原油価格の上昇等による先行き不透明感も増しております。  

 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ます。幼稚園・保育園においては、

園児獲得に向けて、他園との差別化を推進することにより特色を強めたいという意識がますます高まっており、当社グルー

プが提供する正課及び課外を通じた幼児体育指導関連事業、経営面及び教育面での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。 

 このような中で、当社グループは、各事業を通じて幼稚園・保育園、さらには園児及び卒園児の保護者に対して、子供た

ちの持つ潜在能力に着目した、子供たちの成長の可能性を 大限に引き出すという、これまで以上に高い付加価値を生むサ

ービスを展開することで、より高い評価が得られるよう努めてまいりました。 

これらの結果、当第３四半期の売上高は前年同期比183百万円（6.7％）増の2,931百万円、営業利益は前年同期比64百

万円（16.1％）減の337百万円、経常利益は前年同期比82百万円（20.3％）減の326百万円、四半期純利益は前年同期比５

百万円（2.6％）増の211百万円となりました。 

 

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。 

 

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、正課体育指導契約の順調な増加に加え、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ました。また、課外体育指導契

約においては、会員数が堅調に推移したことにより、安定的な収入を確保することができました。 

この結果、売上高は前年同期比189百万円（7.2％）増の2,811百万円、営業利益は前年同期比53百万円（14.7％）減

の306百万円となりました。 

 

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、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ました。 

この結果、売上高は前年同期比５百万円（3.2％）増の166百万円、営業利益は前年同期比11百万円（30.1％）減の25

百万円となりました。 
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(参考)契約件数、会場数及び会員数の動向 

１．幼児体育指導関連事業 

19年３月期 19年３月期 20年３月期 20年３月期 

第３四半期  中間期 第３四半期 
増減率(％) 

 

(18年12月末日) (19年３月末日) (19年９月末日) (19年12月末日) (注)４． (注)５．

 正課体育指導 

   正課体育指導契約件数 (注)１． 

     契約件数 686 687 712 714 4.1 0.3

     (うち、YYプロジェクト) (39) (41) (75) (75) 92.3 0.0

   正課体育指導会場数 (注)２． 

     会場数 694 695 718 720 3.7 0.3

       幼稚園 534 534 541 542 1.5 0.2

       保育園 139 139 151 152 9.4 0.7

       その他 (注)３． 21 22 26 26 23.8 0.0

 課外体育指導 

   課外体育指導会場数 (注)２． 

     会場数 701 701 728 730 4.1 0.3

       幼稚園 595 595 607 608 2.2 0.2

       保育園 84 84 96 97 15.5 1.0

       その他 (注)３． 22 22 25 25 13.6 0.0

   課外体育指導会員数 36,610 36,791 38,455 39,468 7.8 2.6

(注) １． 正課体育指導契約件数は、当社グループと正課体育指導契約を締結している契約先の延べ数でありますが、契約主体は学校法人、社会

福祉法人、その他法人及び個人事業主と多岐にわたります。 

 ２． 正課体育指導会場数及び課外体育指導会場数は、実際に当社グループの社員が指導を行っている会場数を言いますが、１の契約主体が

複数園を経営することもあるため、必ずしも契約件数と一致しません。 

 ３． その他は、幼稚園、保育園以外の学校及び専門学校等を含みます。 

 ４． 平成20年３月期第３四半期(19年12月末日)の平成19年３月期第３四半期(18年12月末日)に対する増減率です。 

 ５． 平成20年３月期第３四半期(19年12月末日)の同中間期(19年９月末日)に対する増減率です。 
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２．コンサルティング関連事業 

19年３月期 19年３月期 20年３月期 20年３月期 

第３四半期  中間期 第３四半期 
増減率(％) 

 

(18年12月末日) (19年３月末日) (19年９月末日) (19年12月末日) (注)３． (注)４．

 コンサルティング契約件数 110 114 132 134 21.8 1.5

 (うち、YYプロジェクト) (39) (40) (77) (77) 97.4 0.0

   (内訳１) 

     幼稚園 73 75 81 82 12.3 1.2

     保育園 36 38 49 49 36.1 0.0

     その他 1 1 2 3 300.0 50.0

   (内訳２) 

     トータルサポート (注)１． 73 75 102 104 42.5 2.0

     サポート日経 (注)２． 37 39 30 30 △18.9 0.0

 (注) １． 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。

 ２． 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。 

 ３． 平成20年３月期第３四半期(19年12月末日)の平成19年３月期第３四半期(18年12月末日)に対する増減率です。 

 ４． 平成20年３月期第３四半期(19年12月末日)の同中間期(19年９月末日)に対する増減率です。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（当第３四半期における資産、負債及び純資産の状況） 

 当第３四半期末における流動資産は、1,327百万円と前連結会計年度末に対し411百万円の減少となりました。これは、

主に売掛金74百万円の増加があったものの、現金及び預金482百万円の減少によるものであります。 

 当第３四半期末における固定資産は、2,120百万円と前連結会計年度末に対し920百万円の増加となりました。これは、

 主に投資有価証券907百万円の増加によるものであります。 

 当第３四半期末における流動負債は、456 百万円と前連結会計年度末に対し101 百万円の減少となりました。これは、

主に前受金56百万円の増加があったものの、未払法人税等113百万円及び未払金50百万円の減少によるものであります。 

 当第３四半期末における固定負債は、737百万円と前連結会計年度末に対し67百万円の増加となりました。これは、退

職給付引当金63百万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。 

 当第３四半期末における純資産の残高は2,253百万円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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。 

①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、前年同期比126百万円の増加となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期

純利益380百万円、退職給付引当金63百万円及び前受金56百万円の増加であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額

312百万円及び売上債権74百万円の減少によるものであります。 

 

②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、前年同期比634百万円の減少となりました。これは主に定期預金176百万円の増加が

あったものの、投資有価証券の取得による支出932百万円の減少によるものであります。 

 

③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、前年同期比374百万円の増加となりました。これは新株の発行による374百万円の増

加と配当金の支払額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） 

平成20年３月期の連結業績予想につきましては、平成19年10月31日付で公表いたしました業績予想修正より変更して

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 

  
前第３四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年12月31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

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

 （資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １．現金及び預金   1,461,423 1,066,640  1,549,374

 ２．売掛金   46,027 113,244  39,235

 ３．有価証券   31,556 21,718  30,289

 ４．たな卸資産   7,795 9,245  22,432

 ５．繰延税金資産   36,433 79,404  68,523

 ６．その他   25,350 43,073  32,943

   貸倒引当金   △3,306 △5,718  △4,100

  流動資産合計   1,605,279 56.2 1,327,609 38.5  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 ※１ 197,625 201,185 199,172 

   減価償却累計額  63,881 133,744 72,346 128,839 66,388 132,784

 （2）工具器具備品 ※１ 96,390 110,473 106,052 

   減価償却累計額  74,949 21,440 86,499 23,974 77,962 28,089

 （3）土地   289,336 289,336  289,336

 （4）建設仮勘定   5,204 －  －

   有形固定資産合計   449,727 15.8 442,150 12.8  450,210 15.3

 ２．無形固定資産   45,181 1.6 55,231 1.6  46,089 1.6

 ３．投資その他の資産    

 （1）投資有価証券   － 908,653  1,275

 （2）保険積立金   292,487 324,080  300,467

 （3）繰延税金資産   289,590 214,589  188,749

 （4）投資不動産  153,897 153,897 153,897 

   減価償却累計額  5,523 148,373 5,802 148,094 5,597 148,299

 （5）その他   23,516 27,381  64,436

   投資その他の資産合計   753,969 26.4 1,622,799 47.1  703,229 23.9

  固定資産合計   1,248,877 43.8 2,120,182 61.5  1,199,529 40.8

  資産合計   2,854,157 100.0 3,447,791 100.0  2,938,227 100.0
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前第３四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年12月31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

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

 （負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 １．買掛金   36,883 75,075  63,263

 ２．未払金   99,676 63,827  114,594

 ３．未払法人税等   119,261 66,612  180,000

 ４．前受金   79,185 89,503  33,477

 ５．賞与引当金   55,803 72,249  103,800

 ６．その他   86,062 89,130  62,295

  流動負債合計   476,872 16.7 456,399 13.2  557,430 19.0

Ⅱ 固定負債    

 １．退職給付引当金   450,840 524,954  461,165

 ２．役員退職慰労引当金   207,711 212,387  208,655

 ３．その他   549 549  549

  固定負債合計   659,101 23.1 737,891 21.4  670,370 22.8

  負債合計   1,135,973 39.8 1,194,290 34.6  1,227,801 41.8

       

 （純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   219,240 7.7 406,460 11.8  219,240 7.5

 ２．資本剰余金   71,157 2.5 258,377 7.5  71,157 2.4

 ３．利益剰余金   1,427,786 50.0 1,603,131 46.5  1,420,028 48.3

  株主資本合計   1,718,183 60.2 2,267,968 65.8  1,710,425 58.2

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券 
   評価差額金 

  － － △14,467 △0.4  － －

  評価・換算差額等合計   － － △14,467 △0.4  － －

  純資産合計   1,718,183 60.2 2,253,500 65.4  1,710,425 58.2

  負債純資産合計   2,854,157 100.0 3,447,791 100.0  2,938,227 100.0
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(２) 四半期連結損益計算書 

  

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   2,748,046 100.0 2,931,864 100.0  3,757,224 100.0

Ⅱ 売上原価   1,877,803 68.3 2,063,193 70.4  2,569,036 68.4

   売上総利益   870,242 31.7 868,670 29.6  1,188,188 31.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  468,402 17.1 531,636 18.1  670,954 17.8

   営業利益   401,840 14.6 337,033 11.5  517,233 13.8

Ⅳ 営業外収益    

 １．受取利息  1,406 12,207 1,970 

 ２．賃貸料収入  3,740 3,663 4,916 

 ３．保険金収入  2,169 258 2,169 

 ４．受取手数料  － － 3,104 

 ５．その他  2,545 9,861 0.4 2,447 18,576 0.6 190 12,351 0.3

Ⅴ 営業外費用    

 １．賃貸料収入原価  1,259 629 877 

 ２．支払補償費  － － 1,476 

 ３．株式上場費用  － 23,506 － 

 ４．その他  1,389 2,649 0.1 5,347 29,482 1.0 － 2,354 0.1

   経常利益   409,052 14.9 326,127 11.1  527,230 14.0

Ⅵ 特別利益    

 １．保険解約返戻金  － － － 54,580 54,580 1.9 － － －

   税金等調整前四半期 
（当期）純利益 

  409,052 14.9 380,707 13.0  527,230 14.0

   法人税、住民税 
及び事業税 

 227,142 196,242 284,327 

   法人税等調整額  △24,050 203,091 7.4 △26,874 169,368 5.8 44,700 329,028 8.7

   四半期（当期）純利益   205,961 7.5 211,338 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 

前第３四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12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

四半期連結会計期間中の変動額  

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

 四半期純利益 － － 205,961 205,961 205,961
 

四半期連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － 177,725 177,725 177,725

 

平成18年12月31日残高（千円） 219,240 71,157 1,427,786 1,718,183 1,718,183

（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。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

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

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

 四半期純利益 － － 211,338 211,338 － － 211,338

 株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額（純額） 
－ － － － △14,467 △14,467 △14,467

 

四半期連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
187,220 187,220 183,102 557,542 △14,467 △14,467 543,075

 

平成19年12月31日残高（千円） 406,460 258,377 1,603,131 2,267,968 △14,467 △14,467 2,253,500

（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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(４) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第３四半期連結会計期間

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 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 
 409,052 380,707 527,230

   減価償却費  16,215 21,660 22,957

   退職給付引当金の増減額  61,657 63,788 71,983

   役員退職慰労引当金の増減額  2,097 3,731 3,041

   賞与引当金の増減額  △56,467 △31,550 △8,470

   貸倒引当金の増減額  △292 1,617 501

   受取利息及び受取配当金  △1,406 △12,207 △1,970

   売上債権の増減額  △22,045 △74,008 △15,254

   たな卸資産の増減額  △1,090 13,187 △15,728

   その他流動資産の増減額  2,855 △10,130 △3,457

   仕入債務の増減額  △33,893 11,811 △7,512

   前受金の増減額  △83,486 56,026 △129,194

   その他流動負債の増減額  △73,400 △21,356 △87,730

    小計  219,795 403,277 356,395

   利息及び配当金の受取額  1,406 12,176 1,947

   法人税等の支払額  △244,451 △312,205 △236,949

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △23,250 103,248 121,394



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

- 12 - 

  

前第３四半期連結会計期間

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 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  △133,702 176,323 △162,640

   投資有価証券の取得による支出  △31,556 △932,970 △22,893

   投資有価証券の売却による収入  31,548 － 22,892

   有形固定資産の取得による支出  △5,303 △7,338 △11,198

   無形固定資産の取得による支出  △13,083 △15,199 △14,989

   貸付金返済による収入  33,000 － 33,000

   貸付による支出  △3,000 － △3,000

   長期性預金の預入れによる支出  － － △39,000

   長期性預金の払戻による収入  － 39,000 －

   その他  △8,788 △25,557 △18,688

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △130,885 △765,741 △216,517

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

   株式の発行による収入  － 374,440 －

   配当金の支払額  △28,236 △28,236 △28,236

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △28,236 346,204 △28,236

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △182,371 △316,288 △123,358

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,162,481 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 
※ 980,110 722,834 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 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

 (1) 連結子会社の数 

     １社 

 (1) 連結子会社の数 

     １社 

 (1) 連結子会社の数 

     １社 

１．連結の範囲に関する 

  事項 

      連結子会社の名称       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 

        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 

  (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 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 同左 

３．連結子会社の四半期 

  決算日(決算日)等に 

  関する事項 

  連結子会社の四半期の末

 日は、四半期連結決算日と

 一致しております。 

同左   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。 

 

 

 

 

 

 

 イ 有価証券  イ 有価証券  イ 有価証券 

   満期保有目的の債券    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 同左 

   その他有価証券    その他有価証券    その他有価証券 

    時価のないもの     時価のあるもの     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。 

     当第３四半期連結

    会計期間末日の市場

    価格等に基づく時価

    法によっております。

     (評価差額は全部純

        資産直入法により処

        理し、売却原価は移

        動平均法により算定)

同左 

      時価のないもの  

 同左  

 ロ たな卸資産  ロ たな卸資産  ロ たな卸資産 

   商品    商品    商品 

    総平均法による原価

   法 

同左 同左 

４．会計処理基準に関す 

  る事項 

 (1) 重要な資産の評価 

   基準及び評価方法 

   貯蔵品    貯蔵品    貯蔵品 

     終仕入原価法 同左 同左 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

 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) 

 イ 有形固定資産 

    (投資不動産を含む) 

   定率法 同左 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) 重要な減価償却資 

      産の減価償却の方 

      法 

  (会計方針の変更) 

  法人税法の改正に伴い、

 当第３四半期会計期間より、

 平成19年４月１日以降に取

 得した有形固定資産につい

 て、改正後の法人税法に基

 づく減価償却の方法に変更

 しております。これによる

 損益に与える影響額は軽微

 であります。 

 

 (追加情報) 

  法人税法の改正に伴い、

 平成19年３月31日以前に取

 得した有形固定資産につい

 ては、改正前の法人税法に

 基づく減価償却の方法の適

 用により、取得価額の５％

 に到達した連結会計年度の

 翌連結会計年度より、取得

 価額の５％相当額と備忘価

 額との差額を５年間にわた

 り均等償却し、減価償却費

 に含めて計上しております。

  これによる損益に与える影

  響額は軽微であります。 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

 ロ 無形固定資産  ロ 無形固定資産  ロ 無形固定資産 

   定額法 同左 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。 

  

  (3) 重要な引当金の計  イ 貸倒引当金  イ 貸倒引当金  イ 貸倒引当金 

   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 同左 

 ロ 賞与引当金 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

   基づき当第３四半期連

   結会計期間負担額を計

   上しております。 

同左     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。 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

  ハ 退職給付引当金 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、当第３四

   半期連結会計期間末に

   おける退職給付債務の

   見込額に基づき、当第

   ３四半期連結会計期間

   末において発生してい

   ると認められる額を計

   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     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 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

   に基づく四半期連結会

   計期間末要支給額を計

   上しております。 

同左     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) 重要な外貨建の資 

      産又は負債の本邦 

      通貨への換算の基 

      準 

──────    外貨建金銭債権債務は、

  当第３四半期連結会計期

  間末日の直物為替相場に

  より円貨に換算し、換算

  差額は損益としておりま

  す。 

────── 

  (5) 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 同左 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

  消費税等の会計処理 同左 同左   (6) その他四半期連結 

   財務諸表 (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。 

  

５．四半期連結キャッシ 

  ュ・フロー計算書(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 同左 

 

   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の変更 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

   (貸借対照表の純資産の部の表示に 

    関する会計基準)  

    当第３四半期連結会計期間より、 

 「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 1,718,183千円でありま 

 す。 

 

 

 

 

 

──────    (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、連結財務諸表等規則の改

    正に伴い、改正後の連結財務諸表

    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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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年12月31日） 

(参考)前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

  ※１       ──────  ※１ 当第３四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。 

 ※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。 

     建物及び構築物 8,160千円 

    工具器具備品  1,211千円 

    建物及び構築物 8,160千円 

    工具器具備品  1,211千円 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

 ※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。 

 ※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 53,709千円  広告宣伝費 52,083千円  広告宣伝費 70,081千円

 役員報酬 99,129  役員報酬 118,342  役員報酬 133,163 

 賞与引当金繰入額 3,585  従業員給与 60,975  従業員給与 60,347 

 退職給付費用 5,212  賞与引当金繰入額 7,272  賞与引当金繰入額 7,000 

 退職給付費用 5,221  退職給付費用 4,564  役員退職慰労 
 引当金繰入額 

2,097 

 旅費交通費 63,112 

 役員退職慰労 
 引当金繰入額 

3,731 
 役員退職慰労 
 引当金繰入額 

3,041 

 貸倒引当金繰入額 895  旅費交通費 52,945  旅費交通費 73,390 

   貸倒引当金繰入額 1,617  貸倒引当金繰入額 1,692 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12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) 

当第３四半期 

連結会計年度 

増加株式数(株) 

当第３四半期 

連結会計年度 

減少株式数(株) 

当第３四半期 

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）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期会計期間末後となるもの 

       該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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) 

当第３四半期 

連結会計年度 

増加株式数(株) 

当第３四半期 

連結会計年度 

減少株式数(株) 

当第３四半期 

連結会計年度末 

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 ― ― ― ―

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加220千株は、公募による新株の発行による増加であります。 

 

２. 新株予約権及び自己株式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３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期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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(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） 

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株式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）基準日が当期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

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

    当第３四半期連結会計期間 

      （自 平成19年４月１日  

       至 平成19年12月31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） 

 ※ 現金及び現金同等物の第３四半期 

  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12月31日現在） 

 ※ 現金及び現金同等物の第３四半期

  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19年12月31日現在） 

 ※ 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19年３月31日現在） 

 （千円） 

現金及び預金勘定 1,461,423 

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△491,238 

有価証券 31,556 

現金同等物に該当し
ない有価証券 

△21,631 

現金及び現金同等物 980,110  

 （千円）

現金及び預金勘定 1,066,640

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△343,852

有価証券 21,718

現金同等物に該当し
ない有価証券 

△21,672

現金及び現金同等物 722,834

 （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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（セグメント情報） 

事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至   平成18年12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） 

売上高   

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
2,589,303  158,742 2,748,046 ―  2,748,046 

 (2)セグメント間の内部 

     売上高又は振替高 
33,197  2,700 35,897 （ 35,897） ― 

計 2,622,500  161,442 2,783,943 （ 35,897） 2,748,046 

営業費用 2,262,983  124,786 2,387,769 （ 41,563） 2,346,205 

営業利益 359,517  36,656 396,173 5,666  401,840 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至  平成19年12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） 

売上高   

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
2,767,938  163,925 2,931,864 ―  2,931,864 

 (2)セグメント間の内部 

     売上高又は振替高 
43,812  2,700 46,512 （ 46,512） ― 

計 2,811,751  166,625 2,978,376 （ 46,512） 2,931,864 

営業費用 2,505,234  141,010 2,646,244 （ 51,414） 2,594,830 

営業利益 306,516  25,615 332,132 4,901  337,033 

 

(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） 

 

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   

 (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 

  

（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 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年12月31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

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

 （資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 １．現金及び預金  1,335,424 927,818  1,402,184

 ２．売掛金  44,806 114,608  49,627

 ３．たな卸資産  5,761 6,670  18,659

 ４．繰延税金資産  35,448 77,318  65,894

 ５．その他  52,644 68,324  57,715

   貸倒引当金  △3,310 △6,201  △4,813

  流動資産合計  1,470,775 54.0 1,188,540 36.0  1,589,268 56.9

Ⅱ 固定資産   

 １．有形固定資産   

 （1）建物 ※１ 177,965 181,525 179,512 

   減価償却累計額 54,600 123,365 62,365 119,160 56,923 122,589

 （2）その他 96,765 110,887 106,576 

   減価償却累計額 75,229 21,535 86,925 23,961 78,386 28,190

 （3）土地  244,096 244,096  244,096

 （4）建設仮勘定  5,204 －  －

   有形固定資産合計  394,200 14.5 387,218 11.7  394,876 14.1

 ２．無形固定資産  45,181 1.7 55,231 1.7  46,089 1.7

 ３．投資その他の資産   

 （1）投資有価証券  － 898,728  1,275

 （2）保険積立金  292,487 324,080  300,467

 （3）繰延税金資産  289,590 214,589  188,749

 （4）投資不動産 217,922 217,922 217,922 

   減価償却累計額 14,322 203,600 15,240 202,682 14,564 203,358

 （5）その他  26,516 30,381  67,436

   投資その他の資産合計  812,196 29.8 1,670,462 50.6  761,288 27.3

  固定資産合計  1,251,578 46.0 2,112,913 64.0  1,202,254 43.1

  資産合計  2,722,354 100.0 3,301,453 100.0  2,791,522 100.0

   



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

- 23 - 

 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年12月31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

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

 （負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 １．買掛金  36,157 74,297  57,969

 ２．未払金  98,450 61,394  112,353

 ３．未払法人税等  110,054 65,772  161,000

 ４．前受金  48,833 57,767  19,706

 ５．賞与引当金  55,803 70,500  100,800

 ６．その他  84,506 88,249  59,054

  流動負債合計  433,805 15.9 417,981 12.7  510,884 18.3

Ⅱ 固定負債   

 １．退職給付引当金  450,840 524,954  461,165

 ２．役員退職慰労引当金  207,711 212,387  208,655

 ３．その他  549 549  549

  固定負債合計  659,101 24.2 737,891 22.3  670,370 24.0

  負債合計  1,092,906 40.1 1,155,872 35.0  1,181,255 42.3

   

 （純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １．資本金  219,240 8.1 406,460 12.3  219,240 7.9

 ２．資本剰余金   

   資本準備金 71,157 258,377 71,157 

  資本剰余金合計  71,157 2.6 258,377 7.8  71,157 2.5

 ３．利益剰余金   

 （1）利益準備金 12,842 15,666 12,842 

 （2）その他利益剰余金   

   別途積立金 130,000 130,000 130,000 

   繰越利益剰余金 1,196,207 1,349,544 1,177,027 

  利益剰余金合計  1,339,050 49.2 1,495,210 45.3  1,319,869 47.3

  株主資本合計  1,629,447 59.9 2,160,048 65.4  1,610,267 57.7

Ⅱ 評価・換算差額等   

   １．その他有価証券 
       評価差額金 

 － － △14,467 △0.4  － －

   評価・換算差額等合計  － － △14,467 △0.4  － －

     純資産合計  1,629,447 59.9 2,145,580 65.0  1,610,267 57.7

     負債純資産合計  2,722,354 100.0 3,301,453 100.0  2,791,522 100.0
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(２) 四半期損益計算書  

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 

Ⅰ 売上高   2,622,500 100.0 2,811,751 100.0  3,578,844 100.0

Ⅱ 売上原価   1,832,477 69.9 2,009,315 71.5  2,494,294 69.7

   売上総利益   790,022 30.1 802,436 28.5  1,084,550 30.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  430,505 16.4 495,919 17.6  630,266 17.6

   営業利益   359,517 13.7 306,516 10.9  454,284 12.7

Ⅳ 営業外収益   22,091 0.9 33,129 1.2  26,430 0.7

Ⅴ 営業外費用   2,649 0.1 30,050 1.1  3,156 0.1

   経常利益   378,959 14.5 309,596 11.0  477,558 13.3

Ⅵ 特別利益   － 54,580 2.0  －

   税金等調整前四半期 

（当期）純利益 
  378,959 14.5 364,176 13.0  477,558 13.3

   法人税、住民税 

及び事業税 
 211,703 188,016 259,088 

   法人税等調整額  △23,522 188,181 7.2 △27,417 160,599 5.8 46,872 305,961 8.5

   四半期（当期）純利益   190,778 7.3 203,576 7.2  171,597 4.8
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(３) 四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12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

四半期会計期間中の変動額     

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

 四半期純利益 － － － － － 190,778 190,778 190,778 190,778
 
四半期会計年度中の変動額合計

（千円） 
－ － － － － 162,542 162,542 162,542 162,542

 

平成18年12月31日残高（千円） 219,240 71,157 71,157 12,842 130,000 1,196,207 1,339,050 1,629,447 1,629,447
 
 (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。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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 

 

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

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

 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

 四半期純利益 － － － － － 203,576 203,576 203,576

 株主資本以外の項目の

四半期会計期間中の 

変動額（純額） 

－ － － － － － － －

 
四半期会計年度中の変動額合計

（千円） 
187,220 187,220 187,220 2,823 － 172,517 175,340 549,780

平成19年12月31日残高（千円） 406,460 258,377 258,377 15,666 130,000 1,349,544 1,495,210 2,160,048

    

評価・換算差額等 

 
その他有価

証券評価 

差額金 

評価・換算

差額等 

合計 

純資産合計

 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
－ － 1,610,267

四半期会計期間中の変動額   

 新株の発行 － － 374,440

 利益準備金の積立 － － －

 剰余金の配当 (注) － － △28,236

 四半期純利益 － － 203,576

 株主資本以外の項目の

四半期会計期間中の 

変動額（純額） 

△14,467 △14,467 △14,467

 
四半期会計年度中の変動額合計

（千円） 
△14,467 △14,467 535,313

 

平成19年12月31日残高（千円） △14,467 △14,467 2,145,580

(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。 
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（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。 

 
 

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 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

  (1) 満期保有目的の債券   (1) 満期保有目的の債券   (1) 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 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 

  (2) 子会社及び 

      関連会社株式 

１．有価証券の評価基準 

    及び評価方法 

        移動平均法による原

      価法を採用しておりま

      す。 

同左 同左 

  

  (3) その他有価証券 

        時価のあるもの 
          当第３四半期会計

    期間末日の市場価格

    等に基づく時価法に

    よっております。(評
    価差額は全部純資産

    直入法により処理し、

    売却原価は移動平均

    法により算定)  
        時価のないもの 
         移動平均法による

        原価法を使用してお

        ります。 

 

    商品     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 同左 

     貯蔵品     貯蔵品     貯蔵品 

       終仕入原価法 同左 同左 
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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

  (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）

  (1) 有形固定資産 

      （投資不動産を含む）

   定率法 同左 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。 

  

３．固定資産の減価償却 

    の方法 

        建物及び構築物 

                ３～47年

        工具器具備品 

              ３～８年

  

  

 (会計方針の変更) 

  法人税法の改正に伴い、

 当第３四半期会計期間より、

 平成19年４月１日以降に取

 得した有形固定資産につい

 て、改正後の法人税法に基

 づく減価償却の方法に変更

 しております。これによる

 損益に与える影響額は軽微

 であります。 

 

 (追加情報) 

  法人税法の改正に伴い、

 平成19年３月31日以前に取

 得した有形固定資産につい

 ては、改正前の法人税法に

 基づく減価償却の方法の適

 用により、取得価額の５％

 に到達した事業年度の翌事

  業年度より、取得価額の５

  ％相当額と備忘価額との差

  額を５年間にわたり均等償

  却し、減価償却費に含めて

  計上しております。これに

  よる損益に与える影響額は

  軽微であります。 
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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

   (2) 無形固定資産   (2) 無形固定資産   (2) 無形固定資産 

    定額法 同左 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   (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 同左 

   (2) 賞与引当金   (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

      基づき当第３四半期会

      計期間負担額を計上し

      ております。 

同左     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 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

   (3) 退職給付引当金   (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、当第３四

      半期会計期間末におけ

      る退職給付債務の見込

      額に基づき、当第３四

      半期会計期間末におい

      て発生していると認め

      られる額を計上してお

      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         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   (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

      に基づく四半期末要支

      給額を計上しておりま

      す。 

同左         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．外貨建の資産及び負 

    債の本邦通貨への換 

    算基準 

──────       外貨建金銭債権債務は、

    当第３四半期会計期間末

    日の直物為替相場により

    円貨に換算し、換算差額

    は損益として処理してお

    ります。 

────── 

６．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 同左 
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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

  消費税等の会計処理 同左 同左 ７．その他四半期財務諸 

  表 (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。 

  

 

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

   (貸借対照表の純資産の部の表示に 

    関する会計基準)  

    当第３四半期会計期間より、「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 1,629,447千円でありま 

  す。 

──────    (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。 

 

 



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

- 31 - 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年12月31日） 

(参考)前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

  ※１       ──────   ※１ 当第３四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。 

  ※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。 

          建物         8,160千円 

         工具器具備品    1,211千円 

 建物         8,160千円 

 工具器具備品    1,211千円 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31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） 

  ※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。

  ※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 

   6,600千円 
  関係会社よりの 
  受取配当金 

   6,600千円
  関係会社よりの 
  受取配当金 

   6,600千円

  関係会社よりの 
  賃貸料収入 

   2,070千円 
  関係会社よりの 
  賃貸料収入 

    2,070千円
  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 

   3,600千円 
  関係会社よりの 
  受取手数料 

    3,600千円
  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10.1％、一般管理費 

      に属する費用のおおよその割合 

      は89.9％であります。 

  ※２ 販売費に属する費用のおおよ

      その割合は8.5％、一般管理費に

      属する費用のおおよその割合は

      91.5％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。 

 広告宣伝費 41,667千円

 役員報酬 90,694 

 従業員給与 41,326 

 貸倒引当金繰入額 892 

 賞与引当金繰入額 3,585 

 退職給付費用 5,212 

 役員退職慰労 
 引当金繰入額 

2,097 

 旅費交通費 51,401 

 減価償却費 7,151 

 地代家賃 27,087 

 保険料 21,580  

 広告宣伝費 39,555千円

 役員報酬 109,628 

 従業員給与 60,975 

 貸倒引当金繰入額 1,387 

 賞与引当金繰入額 7,272 

 退職給付費用 5,221 

 役員退職慰労 
 引当金繰入額 

3,731 

 旅費交通費 45,246 

 減価償却費 13,642 

 地代家賃 33,730 

 保険料 14,149  

 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  
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

 

前第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12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。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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。 

 

(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） 

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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