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（百万円未満切捨て） 

１．20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20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 ％
20年３月期 4,032 7.3 512 △0.9 499 △5.2 321 62.0
19年３月期 3,757 11.2 517 51.1 527 38.3 198 △1.4

 

 
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 ％ ％ ％
20年３月期 252 43 243 13 16.0 15.0 12.7
19年３月期 182 51 － 12.2 18.1 13.8

（参考） 持分法投資損益  20年３月期 －百万円 19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
20年３月期 3,738 2,307 61.7 1,766 72
19年３月期 2,938 1,710 58.2 1,574 98

（参考） 自己資本  20年３月期 2,307百万円 19年３月期 1,710百万円 
 
(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
20年３月期 518 △761 346 1,142
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) 中間期末 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 百万円 ％ ％
19年３月期 － 26 00 26 00 28 14.2 1.7
20年３月期 － 26 00 26 00 33 10.6 1.6
21年３月期 
（予想） 

－ 26 00 26 00 12.6 

 
 
３．21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21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 2,056 5.9 181 △9.6 182 1.5 93 △28.7 71 43
通     期 4,304 6.7 489 △4.6 492 △1.4 269 △16.0 206 42
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に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、24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） 20年３月期 1,306,000株 19年３月期 1,086,000株 
 ②期末自己株式数 20年３月期 －株 19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、39 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 
 
１．３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20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 ％
20年３月期 3,838 7.3 451 △0.7 454 △4.9 296 72.7
19年３月期 3,578 10.8 454 52.1 477 35.3 171 △8.6

 

 
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
20年３月期 233 05 224 46
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 3,578 2,182 61.0 1,671 15
19年３月期 2,791 1,610 57.7 1,482 75

（参考） 自己資本  20年３月期 2,182百万円 19年３月期 1,610百万円 
 
２．21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21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 1,968 6.1 161 △8.2 184 9.5 100 △19.8 77 23
通     期 4,105 6.9 433 △4.0 461 1.6 257 △13.3 196 79

 

※ 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数値と異なる可能性があります。 
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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、中国、インドなどの新興経済成長国向けを中心とした輸出の高い伸びに支えら

れ、景気回復を続けてきましたが、原材料高による企業収益の悪化、鉱工業生産の減少などから、年度末にかけて足踏み状

態となりました。個人消費は、所得の伸び悩み、消費者心理の悪化が続くなかで、緩やかな増加にとどまり、消費者物価は、

前半は小幅下落が続きましたが、後半にかけプラスに転じた後は、原油価格高騰に伴う石油製品価格の大幅上昇や相次ぐ食

料品の値上げなどから上昇率は増加しました。 

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ます。このような環境下、当社グ

ループは、幼稚園及び保育園の園児獲得、経営の安定に向けて他園との差別化を推し進め、当社グループの提供するサービ

スに対する需要も一段と高まってまいりました。また、子供の健康・スポーツに対する関心は引き続き強く、幼児・児童の

保護者からは、大切なわが子の健康を維持促進させ、人間としての基本である躾を身につけさせる格好の場として、全国で

展開する当社グループのサービス事業に一定の評価をいただけるようになってまいりました。一方で、永年積み重ねてきた

経験とノウハウを生かし、必要に合わせて、幼稚園・保育園の経営及び教育手法について指導を行なっておりますが、これ

らのコンサルティング業務に対する幼稚園・保育園のニーズは引き続き高く、当社グループが目指してきた事業目的は時流

に沿って、ますます活発に発展を続けております。 

この結果、当連結会計年度の売上高は4,032百万円（前連結会計年度比7.3％増）、営業利益は512百万円（前連結会計年

度比0.9％減）、経常利益は499百万円（前連結会計年度比5.2％減）、当期純利益は321百万円（前連結会計年度比62.0％

増）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きましては、正課体育指導契約の順調な増加に加え、読み書き計算音楽等の指導を行い、自

学自習の教育方法を取り入れたＹＹプロジェクト契約園が、前年度末41園から86園と大幅に増加いたしました。また、

課外体育指導契約におきましては、正課体育指導のＹＹプロジェクトの教育方法を応用し、当社の指導員の研修内容を充

実させ、体育指導の技術が一段と向上したことにより、「できるようになりたい」という子供・保護者の期待に、これまで

以上に応えられるようになり、会員数も順調に増加いたしました。 

この結果、当連結会計年度における幼児体育指導関連事業の売上高は3,838百万円（前連結会計年度比7.3％増）、営業

利益は451百万円（前連結会計年度比0.7％減）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きましては、私立幼稚園・保育園向けコンサルティングの年間契約数の順調な増加に加

え、訪問指導の回数を増やし、単価をより高く設定したコンサルティング業務であるトータルサポートＣＯＳＭＯ21を提

供する機会が増加したことも貢献し、当連結会計年度におけるコンサルティング関連事業の売上高は260百万円（前連結

会計年度比10.6％増）、営業利益は54百万円（前連結会計年度比1.6％減）となりました。 
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(次期の見通し) 

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いくものと予想しております。しかし

ながら、この少子化が進めば進むほど、当社グループの主要顧客である私立幼稚園・私立保育園及び園児の保護者は、高付

加価値・高品位・高品質の商品やサービスを求める傾向にあると考えております。 

このようななかで、当社グループは、これまで以上に高付加価値・高品位・高品質のサービスの開発・提供に取り組んで

まいります。また、お客さまの高度なニーズに応えるためにサービスを展開する指導スタッフの水準をさらに高めてまいり

ます。そのための人材育成につきましても、研修体制の充実をはかるなど全社的な指導レベルの向上に努めてまいります。 

次期につきましても、引き続き、これらのことを着実に実施していき、長期的に提供し続けることができる企業集団を確

立していくために、人材採用の強化と教育研修の充実、内部統制システムの適切な運用等のための先行投資を行い、さらな

る体質強化をはかってまいります。 

これらの結果、次期の業績見通しにつきましては、売上高4,304百万円（前連結会計年度比6.7％増）、営業利益489百万

円（前連結会計年度比4.6%減）、経常利益492百万円（前連結会計年度比1.4％減）、当期純利益269百万円（前連結会計年

度比16.0％減）を見込んでおります。 
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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 20年３月期 20年３月期 20年３月期 

 中間期 第３四半期  
増減率(％) 

 

(19年３月末日) (19年９月末日) (19年12月末日) (20年３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 687 712 714 724 5.4 1.4

     (うち、YYプロジェクト) (41) (75) (75) (86) 109.8 14.7

   正課体育指導会場数 (注)２． 

     会場数 695 718 720 730 5.0 1.4

       幼稚園 534 541 542 546 2.2 0.7

       保育園 139 151 152 158 13.7 3.9

       その他 (注)３． 22 26 26 26 18.2 0.0

 課外体育指導 

   課外体育指導会場数 (注)２． 

     会場数 701 728 730 731 4.3 0.1

       幼稚園 595 607 608 608 2.2 0.0

       保育園 84 96 97 98 16.7 1.0

       その他 (注)３． 22 25 25 25 13.6 0.0

   課外体育指導会員数 36,791 38,455 39,468 39,314 6.9 △0.4

(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(20年３月末日)の平成19年３月期(19年３月末日)に対する増減率です。 

５． 平成20年３月期(20年３月末日)の同第３四半期(19年12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 20年３月期 20年３月期 20年３月期 

 中間期 第３四半期  
増減率(％) 

 

(19年３月末日) (19年９月末日) (19年12月末日) (20年３月末日) (注)３． (注)４．

 コンサルティング契約件数 114 132 134 150 31.6 11.9

 (うち、YYプロジェクト) (40) (77) (77) (88) 120.0 14.3

   (内訳１) 

     幼稚園 75 81 82 87 16.0 6.1

     保育園 38 49 49 60 57.9 22.4

     その他 1 2 3 3 200.0 0.0

   (内訳２) 

     トータルサポートCOSMO21 (注)１． 75 102 104 115 53.3 10.6

     サポート日経 (注)２． 39 30 30 35 △10.3 16.7

(注) １． トータルサポートCOSMO21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(20年３月末日)の平成19年３月期(19年３月末日)に対する増減率です。 

４． 平成20年３月期(20年３月末日)の同第３四半期(19年12月末日)に対する増減率です。 
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(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末における流動資産は、1,717百万円と前連結会計年度末に対し21百万円の減少となりました。これは、

主に売掛金56百万円の増加があったものの、現金及び預金48百万円の減少、たな卸資産15百万円の減少、及び繰延税金

資産６百万円の減少によるものであります。 

固定資産は、2,021 百万円と前連結会計年度末に対し821 百万円の増加となりました。これは、主に、建物及び構築物

12百万円の減少、土地31百万円の減少、及び長期性預金39百万円の減少があったものの、工具器具備品８百万円の増加、

無形固定資産９百万円の増加、投資有価証券785百万円の増加、保険積立金22百万円の増加、及び繰延税金資産74百万

円の増加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、689百万円と前連結会計年度末に対し132百万円の増加となりました。これは、

主に買掛金 32 百万円の増加及び前受金 163 百万円の増加があったものの、未払金 40 百万円の減少及び未払法人税等 33

百万円の減少によるものであります。 

固定負債は、741百万円と前連結会計年度末に対し71百万円の増加となりました。これは、退職給付引当金66百万円

の増加及び役員退職慰労引当金４百万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、2,307百万円となります。 

 

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103百万円増加し、当

連結会計年度末には1,142百万円（前年同期比9.9％増）となりました。 

 

(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518 百万円（前年同期比326.8％増）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577百万円、退職給付引当金の増加66百万円及び前受金の増加163百万円であり、支出の主な内訳は、法人

税等の支払額310百万円であります。 

 

(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、761百万円（前年同期比251.6％減）となりました。これは主に投資有価証券の取得

による支出913百万円及び定期預金の純増減額161百万円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（前年同期は28百万円の支出)となりました。これは主に新株の発行によ

る収入によるものであります。 
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（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率（％） 54.2 53.5 58.2 61.7

時価ベースの自己資本比率（％） － － － 40.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － －

・自己資本比率：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１. いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２. 平成19年３月期以前につきましては、当社株式は非上場であったため、時価ベースの自己資本比率を記載しており

ません。 

３. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

４. キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しております。 

５. 当社グループは有利子負債を有しておりませんので、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カ

バレッジ・レシオを記載しておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、利益処分につきましては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確保しつつ、安定した配

当を継続して実施していくことを基本方針とし、同時に配当性向を考慮しながら行ってまいります。毎事業年度における

配当の回数については、定時株主総会にて１回もしくは中間配当を含めた２回を基本的な方針としております。 

 

（当期の配当） 

平成20年３月期の配当につきましては、上記基本方針に基づき、１株当たり26円の剰余金の配当を実施することを予

定しております。 

 

（次期の配当） 

平成21年３月期の配当につきましては、上記基本方針に基づき、１株当たり26円の剰余金の配当を実施することを予

定しております。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの事業展開においてリスクの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関連事業は、主に私立幼稚園・保育園及びその園児並びに卒園児である小

学生が対象ですが、 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。 

このような状況下で当社グループにおきましては、幼稚園及び保育園に対しては、園児獲得、経営の安定に向けて他園

との差別化を推し進め、通園児・その保護者に対しては、高品質できめ細やかなサービスの展開に努めてまいります。 

しかしながら、これらの差別化、高品質化に向けた施策が効果的に行われない場合は、少子化の影響を直接被ることに

なり、契約園数や会員数の伸び悩みといった事象に見舞われ、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のうち、とりわけ、イベント企画業務については、園児を対象とした遠足・合宿

等を春・夏・冬休みといった限られた期間に集中的に実施することから、天候等の影響により、中止とせざるを得ない状

況になることがあります。このように、天候不順・災害等の予期せぬ要因により、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 
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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・保育園に対する職員の派遣（特定

労働者派遣事業）に関しては「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関しては「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25年３月７日 

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 

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 

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に影響を及ぼす

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、並びに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 

当社は、実技を通して指導を行うことを主な業務としておりますので、指導を受ける児童は、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・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。また、課外体育指導中及びイベント・合宿等の

旅行中の事故につきましては、当社が直接、企画・運営しておりますので、当社に対して一義的に責任が発生します。 

当社といたしましては、事故が発生しないように、とりわけ、指導中の園児に対する補助の方法につきましては、これ

を も重要な事項と位置づけ、研修等を通じて指導員である社員へ運用を徹底しております。 

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、合宿等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

契約をそれぞれ締結しております。 

一方、万が一にも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が事故報告を行い、会社が事故の状況等を

把握したうえで再発防止策を検討し、これを全指導員へ周知徹底させる体制が整備されております。 

しかしながら、このような事前の事故防止対策にもかかわらず、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、当社の金銭的負担により直接的に当社グループの業績及び事業に影響を

及ぼす可能性があると同時に、当社グループ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

の退会等の売上の大幅な減少につながる事象が発生す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。当社グループにおいて

は、各々の部署が同法の定める義務規則を遵守し業務を遂行しているかを内部監査上の監査項目として十分にチェックさ

れており、個人情報保護に向けた体制が整備されているものと認識しておりますが、予期せぬ事態によって、義務規則に

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となった場合には、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及び事業に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦情報システムについて 

当社グループでは、適切なシステム管理体制を構築しておりますが、運用上のトラブルの発生により、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。 
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また、コンピュータウィルスの侵入や不正アクセス等の外的要因を遮断するための対策、管理を強化しておりますが、

これらの要因は予測不能な面もあり、万が一、これらの事象が発生した場合には、ネットワーク障害等による業務運営上

の弊害にとどまらず、機密情報の社外流出等に対応するための金銭的負担の発生、社会的信用の低下等の諸問題に見舞わ

れ、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。 

 

⑧ノウハウの流出について 

当社グループは、幼稚園・保育園での正課体育指導、園児に対する課外体育指導並びに幼稚園・保育園に対するコンサ

ルティング業務を行なっており、これら業務のすべてを創業以来独自の手法により展開してまいりました。これらの蓄積

された当社特有の指導ノウハウ等に関わる情報が、何らかの形で社外に流出した場合、市場での優位性を確保できなくな

り、結果として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。 

 

⑨人材の確保及び育成について 

当社グループは、幼稚園・保育園での正課体育指導、園児に対する課外体育指導並びに幼稚園・保育園に対するコンサ

ルティング業務を行なっておりますが、サービス内容のさらなる充実、品質の向上のためには、優秀な人材を確保するこ

とが不可欠であります。 

当社グループでは、優秀な人材の採用及び育成については、常に 重要の経営課題として位置づけておりますが、優秀

な人材を十分かつ適時に確保できなかった場合、または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

業績及び事業に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩特殊な契約にかかわるものについて 

当社グループは、幼稚園・保育園に対して正課体育指導を行う場合には、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ます。  

その契約の条項には、当社グループの定める契約金額等の諸条件を満たす場合に限って、「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。  

したがいまして、これらのことが将来的に当社グループ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を及ぼす可能性があります。  

 

⑪ストックオプションについて 

当社は、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90,000株をそれぞれ付与

しております。これによる、同新株予約権に係る潜在株式残数は194,000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1,306,000株の14.9％に相当します。  

将来的に、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、株価形成に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、幼児体育指導関連事業を主な業務とする幼児活動研究会株式会社、並びにコンサルティング関連事業を主

な業務とする株式会社日本経営教育研究所により構成されております。このうち、幼児体育指導関連事業においては、幼稚園

及び保育園の保育の一環として行う正課体育指導、幼児及び児童を対象とした課外体育指導、保育所の経営等を行い、コンサ

ルティング関連事業においては、幼稚園及び保育園に対する経営指導並びに運営指導等を行っております。 

 

当社グループの事業内容の詳細は次のとおりであります。 

 

(１)幼児体育指導関連事業 

①正課体育指導業務 

幼稚園及び保育園が保育時間内(正課)に行う体育の授業に関し、契約に基づいて指導を行なっております。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行うと同

時に、楽しく健全で効果的な授業が行えるよう、当社社員が各園に赴いて直接指導にあたっております。 

②課外体育指導業務 

幼稚園及び保育園の施設を借用して、園児から卒園児である小学生を対象にスポーツクラブ、サッカークラブ、新体操

クラブ等を主宰する事業を運営し、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。 

③イベント企画業務 

上記課外体育指導の一環として、サッカー大会、遠足、合宿、冬期のスキー・スケート教室やドッジボール大会、新体

操の発表会等のイベントを企画し実践しております。原則として、クラブ会員を対象に募集を行い、保護者は参加・同行

いたしません。イベントの運営・引率・添乗等は、当社社員が行い、幼児・児童の躾や独立心を育むことを主目的に指導

しております。 

④その他業務 

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TOTSUKA」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 

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及び当該事業に係る事項を事業系統図によって示しますと、次のとおりとなりま

す。 
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[事業系統図] 
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― 12 ― 



幼児活動研究会株式会社（2152） 平成 20 年３月期 決算短信 

― 13 ― 

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、社員を喜ばし、感動を共有する」を経営理念としております。また、額に汗し働く

指導と私立幼稚園・保育園を経営、教育の両面からサポートすることを本業とし、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・アドバイスで社会に貢献する 

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 

子供及びお年寄りに関係する周辺分野に進出する。 

③成長拡大と安定 

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。（年間契約、月謝、会員制） 

④伸びるところを伸ばす 

⑤現金前受、小額多数、現金決済、高級品化 

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。オンリーワンか

つナンバーワン。 

⑥30％の原理 

一部門が、一商品・サービスが、一支部が、一地区が、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。柱となる新商品・サービスを確立し、多角化、新規開拓をし、危険分散を計る。 

⑦「人の道」に反することはしない 

 

(２) 目標とする経営指標 

平成19年度３月期決算短信（平成19年５月28日開示、「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」）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ) 

http://www.youji.co.jp 

 

(３) 中長期的な会社の経営戦略 

平成19年度３月期決算短信（平成19年５月28日開示、「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」）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ) 

http://www.youji.co.jp 

 

(４) 会社の対処すべき課題 

当社グループは、私立幼稚園・私立保育園及び園児を主要顧客とする企業であります。子供の人口だけに着目した場合、

将来的な少子化傾向が確実な状況にあるなか、市場は縮小傾向に向かっておりますが、一方で少子化は子供の希少価値を高

めることとなり、必要とされる商品やサービスにおいて、高付加価値・高品位・高品質のものが求められる傾向にあると考

えております。 

このようななかで、当社グループは、これまで以上に高付加価値・高品位・高品質のサービスの開発・提供に取り組んで

まいります。また、お客さまの高度なニーズに応えるためには、サービスを展開する指導スタッフの水準をさらに高める必

要があります。そのための人材育成につきましても、研修体制の充実をはかることにより全社的な指導レベルの向上に努め

てまいります。 

一方で、株式会社日本経営教育研究所が展開するコンサルティング関連事業とのグループ間連携を強化し、当社グループ

が一体となって、より総合的かつ多角的で内容の豊富なサービスの提供を積極的に展開し、ますます他社との差別化を図り、

高収益体質を確立してまいります。 

それぞれの対処すべき課題は次のとおりであります。 
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①事業の確立 

(イ)幼児体育指導関連事業 

(正課体育指導業務) 

お客さまの要望が多様化している現在、お客さまのニーズにいかに応えるか、的確な情報の入手がますます重要とな

っております。これまで「コスモ」のブランドで親しまれ評価いただいている既存のサービスに安住することなく、さ

らに高付加価値なサービスを開発・提供することで、既存顧客の安定化と新規顧客の開拓を推進していくことが 重要

課題であります。 

そのために当社は、既存のサービスにおいては、さらなる高付加価値化を図り、それら付加価値を加味した指導料金

の引き上げを目指すとともに、高付加価値・高品位・高品質を前面に掲げた全く新しい教育方法であるＹＹプロジェク

トを積極的に全国展開してまいります。この達成のため、社員研修の徹底を図り、契約各園の期待に応えられる人材の

育成に努めてまいります。 

(課外体育指導業務) 

各会場あたりの会員数の増員を図り、園児数に対する会員比率を高めることが 重要課題であります。 

保護者に対して、幼児体育の必要性を啓蒙し、目に見える成果を実践してまいります。また、合同練習会、総合･個別

研修会を通じて指導者の資質に差異が生じないよう取り組んでまいります。 

(イベント企画業務) 

今後も安全対策とその保持を 優先にし、季節性・地域性などを考慮した当社ならではの特色を打ち出したイベント

を提供することで、さらなるサービスの向上に努めてまいります。また、変化の激しい時勢におきましては、利用者は

常に目新しいものを求めてきますので、これらのニーズに的確に応えるべく新たなイベントの開発・提供を推進してま

いります。 

また、イベントそのものの利益に加え、課外体育指導業務のコスモスポーツクラブ、コスモサッカークラブ、コスモ

新体操クラブの会員の入会促進と退会の抑制に結びつくような魅力あるものにしてまいります。 

(その他業務) 

その他業務のなかでは、特に、保育所事業において培ったノウハウは、私立保育園への正課体育指導契約の獲得や正

課体育指導契約園に対する高付加価値サービスの提供に積極的に役立ててまいります。これらのことを通じてよりきめ

細やかな保育プログラムの開発に努めてまいります。 

(ロ)コンサルティング関連事業 

幼稚園・保育園に対する経営及び教育サポートを積極的に展開していくことで、幼稚園・保育園の特色を打ち出し、

園児数の増加に貢献できるよう努めてまいります。また、幼稚園・保育園の職員向け研修を職員の経験年数に応じて段

階的に実施したり、全国展開を行う当社グループならではの情報量を駆使して顧客満足度を高め、幼稚園・保育園が自

らの質を高められるよう努めてまいります。 

 

②優秀な人材の獲得 

当社グループの 大の経営資源は、人材であり、優秀な人材の獲得と外部への流出を防ぐため、より魅力的な企業を目

指し、会社が目指す明確な目的と方針の確立、業容の安定成長、的確な評価と登用を図ってまいりました。さらに、今後

の競争激化に備え、様々な社内体制･制度の整備充実を推し進めるとともに、会社の知名度の向上、ブランド力の強化発進、

社会からの信用獲得と定着を目指してまいります。 

 

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 

当社グループは、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。今後、内部管理体制の強化をさらに図るとともに、リスク管理を徹底し、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19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20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  1,549,374  1,501,239

 ２．売掛金  39,235  95,519

 ３．有価証券  30,289  30,409

 ４．たな卸資産  22,432  6,662

 ５．繰延税金資産  68,523  61,757

 ６．その他  32,943  27,644

   貸倒引当金  △4,100  △6,039

流動資産合計  1,738,697 59.2  1,717,194 45.9

Ⅱ 固定資産   

 １．有形固定資産   

  （1）建物及び構築物 ※1 199,172 189,659 

    減価償却累計額  66,388 132,784 69,141 120,518

  （2）工具器具備品 ※1 106,052 127,953 

    減価償却累計額  77,962 28,089 91,257 36,695

  （3）土地  289,336  258,144

有形固定資産合計  450,210 15.3  415,359 11.1

 ２．無形固定資産  46,089 1.6  55,301 1.5

 ３．投資その他の資産   

  （1）投資有価証券  1,275  786,288

  （2）保険積立金  300,467  323,297

  （3）繰延税金資産  188,749  263,353

  （4）投資不動産  153,897 153,897 

    減価償却累計額  5,597 148,299 5,870 148,026

  （5）長期性預金  39,000  －

  （6）その他  25,436  29,835

投資その他の資産合計  703,229 23.9  1,550,801 41.5

固定資産合計  1,199,529 40.8  2,021,462 54.1

資産合計  2,938,227 100.0  3,738,656 100.0
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前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20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  63,263  96,068

 ２．未払金  114,594  73,749

 ３．未払法人税等  180,000  146,305

 ４．前受金  33,477  196,517

 ５．賞与引当金  103,800  101,200

 ６．その他  62,295  75,966

流動負債合計  557,430 19.0  689,807 18.5

Ⅱ 固定負債   

 １．退職給付引当金  461,165  527,517

 ２．役員退職慰労引当金  208,655  213,447

 ３．その他  549  549

固定負債合計  670,370 22.8  741,513 19.8

負債合計  1,227,801 41.8  1,431,321 38.3

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １．資本金  219,240 7.5  406,460 10.9

 ２．資本剰余金  71,157 2.4  258,377 6.9

 ３．利益剰余金  1,420,028 48.3  1,712,820 45.8

株主資本合計  1,710,425 58.2  2,377,657 63.6

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １．その他有価証券評価差額
金 

 － －  △70,322 △1.9

評価・換算差額等合計  － －  △70,322 △1.9

純資産合計  1,710,425 58.2  2,307,335 61.7

負債純資産合計  2,938,227 100.0  3,738,656 100.0
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(2) 連結損益計算書 

 

  

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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  3,757,224 100.0  4,032,800 100.0

Ⅱ 売上原価  2,569,036 68.4  2,767,042 68.6

   売上総利益  1,188,188 31.6  1,265,758 31.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 670,954 17.8  753,390 18.7

   営業利益  517,233 13.8  512,367 12.7

Ⅳ 営業外収益   

 １．受取利息  1,970 9,328 

 ２．賃貸料収入  4,916 5,023 

 ３．保険金収入  2,169 250 

 ４．受取手数料  3,104 2,086 

 ５．その他  190 12,351 0.3 1,257 17,946 0.5

Ⅴ 営業外費用   

 １．賃貸料収入原価  877 838 

 ２．支払補償費  1,476 2,944 

 ３．株式上場費用  － 23,506 

 ４．その他  － 2,354 0.1 3,446 30,735 0.8

   経常利益  527,230 14.0  499,578 12.4

Ⅵ 特別利益   

 １．保険解約返戻金  － － － 95,597 95,597 2.4

Ⅶ 特別損失   

 １．固定資産売却損 ※2 － 18,114 

 ２．固定資産除却損 ※3 － － － 36 18,150 0.5

   税金等調整前当期純利益  527,230 14.0  577,025 14.3

   法人税、住民税及び事業
税 

 284,327 275,969 

   法人税等調整額  44,700 329,028 8.7 △19,971 255,997 6.3

   当期純利益  198,202 5.3  321,028 8.0
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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

連結会計年度中の変動額    

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

 剰余金の配当  △28,236 △28,236   △28,236

 当期純利益  321,028 321,028   321,028

 株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額） 

 △70,322 △70,322 △70,322

連結会計年度中の変動額
合計（千円） 

187,220 187,220 292,792 667,232 △70,322 △70,322 596,910

平成20年３月31日残高 
（千円） 

406,460 258,377 1,712,820 2,377,657 △70,322 △70,322 2,307,335
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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  

 税金等調整前当期純利益  527,230 577,025

 減価償却費  22,957 31,320

 退職給付引当金の増減額  71,983 66,351

 役員退職慰労引当金の増減額  3,041 4,791

 賞与引当金の増減額  △8,470 △2,600

 貸倒引当金の増減額  501 1,938

 受取利息及び受取配当金  △1,970 △9,328

 固定資産売却損  － 18,114

 固定資産除却損  － 36

 売上債権の増減額  △15,254 △56,283

 たな卸資産の増減額  △15,728 15,769

 その他流動資産の増減額  △3,457 5,306

 仕入債務の増減額  △7,512 32,805

 前受金の増減額  △129,194 163,040

 その他流動負債の増減額  △87,730 △29,059

    小計  356,395 819,227

 利息及び配当金の受取額  1,947 9,252

 法人税等の支払額  △236,949 △310,403

    営業活動によるキャッシュ・フロー  121,394 518,077

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  △162,640 161,039

 有形固定資産の取得による支出  △11,198 △26,878

 有形固定資産の売却による収入  － 21,131

 無形固定資産の取得による支出  △14,989 △15,186

 投資有価証券の取得による支出  △22,893 △913,138

 投資有価証券の売却による収入  22,892 －

 貸付による支出  △3,000 －

 貸付金返済による収入  33,000 －

 長期性預金の払戻による収入  － 39,000

 長期性預金の預入れによる支出  △39,000 －

 その他  △18,688 △27,228

    投資活動によるキャッシュ・フロー  △216,517 △761,260
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前連結会計年度 当連結会計年度 

  (自 平成18年４月１日 (自 平成19年４月１日 

至 平成19年３月31日) 至 平成20年３月31日) 

区分 
注記

金額(千円) 金額(千円) 
番号

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

    財務活動によるキャッシュ・フロー  △28,236 346,204

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △123,358 103,020

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,162,481 1,039,122

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,039,122 1,142,143
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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18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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 

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。 

 

(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 

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 

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 

 

(イ)有価証券 

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。 

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。 

 

 

 

 

(イ)有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（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 

同左 

 

 (ロ)たな卸資産 

商品 

総平均法による原価法 

貯蔵品 

終仕入原価法 

 

(ロ)たな卸資産 

商品 

同左 

貯蔵品 

同左 
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項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(イ)有形固定資産（投資不動産を含む)

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 

 

 

 

 

 

 

(イ)有形固定資産（投資不動産を含む)

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 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度より、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。 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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。

(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。 

(ロ)無形固定資産 

同左 

 

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

(イ)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。 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 

 (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。 

(ロ)賞与引当金 

同左 
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項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

 (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。 

(ハ)退職給付引当金 

同左 

 

 

 (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。 

(ニ)役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

 (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、連結決算日の

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 

 

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 

６ 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。 

 

同左 

７ 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 

８ その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

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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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18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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。 

───────── 

 

表示方法の変更 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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。 

 

───────── 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成20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。 
 

建物及び構築物 8,160千円 

工具器具備品 1,211千円 
 

※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  

  
 

 

（連結損益計算書関係） 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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。 

 

広告宣伝費 70,081

※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 70,651 千円

役員報酬 

千円

役員報酬 133,163 161,426

従業員給与 60,347 従業員給与 81,009

賞与引当金繰入額 6,600

退職給付費用 

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 

5,473

3,041 役員退職慰労引当金繰入額 4,791

旅費交通費 旅費交通費 73,390

貸倒引当金繰入額 1,692

 

76,758

貸倒引当金繰入額 1,938

  

※２ 

─────── 
 

※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物・土地 18,114千円 
 

※３ 

─────── 

 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 36千円 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

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 

株式の種類 
前連結会計年度末 

（株） 
増加 
（株） 

減少 
（株） 

当連結会計年度末 
（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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当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(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 ― ― ― ―

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

公募による新株の発行による増加220,000株 

 
 

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20年６月26日
定時株主総会 

普通株式 33,956 利益剰余金 26 平成20年３月31日 平成20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18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

※１ 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）

※１ 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20年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 

（千円）

現金及び預金勘定 1,501,239

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金 

△359,136

有価証券 30,409

現金同等物に該当しない有価証券 △30,368

現金及び現金同等物 1,142,143

  

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

  
    
 

（リース取引関係） 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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 － －
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当連結会計年度(平成20年３月31日) 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 種類 
連結貸借対照表 

計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)国債・地方債等 9,924 10,004 79

(2)社債 － － －
時価が連結貸借対照
表計上額を超えるも
の (3)その他 － － －

合計  9,924 10,004 79

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表 
計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)株式 － － －

(2)債券 100,000 69,900 △30,100
連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの (3)その他 803,212 715,123 △88,088

合計  903,212 785,023 △118,188

 

３ 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 21,709

（2）その他有価証券 

   ＭＭＦ 40

合計 21,750

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

 
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  

  国債・地方債等 9,924 － － －

  社債 － － － －

  その他 － － － 69,900

２．その他 20,444 1,265 － －

合計 30,368 1,265 － 69,900

 

（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  
  至 平成20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。 

同左 
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（退職給付関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日  

  至 平成20年３月31日） 

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。 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △498,931千円

年金資産 －千円

未積立退職給付債務 △498,931千円

未認識数理計算上の差異 17,724千円

未認識過去勤務債務 20,041千円

連結貸借対照表計上額純額 △461,165千円

退職給付引当金 △461,165千円

 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △525,319千円

年金資産 －千円

未積立退職給付債務 △525,319千円

未認識数理計算上の差異 △2,197千円

未認識過去勤務債務 －千円

連結貸借対照表計上額純額 △527,517千円

退職給付引当金 △527,517千円

  

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 57,526千円

利息費用 11,210千円

期待運用収益 －千円

数理計算上の差異の費用処理額 1,443千円

過去勤務債務の費用処理額 20,041千円

退職給付費用 90,221千円

 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 60,786千円

利息費用 11,551千円

期待運用収益 －千円

数理計算上の差異の費用処理額 △5,930千円

過去勤務債務の費用処理額 20,041千円

退職給付費用 86,448千円

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

割引率（％） 2.5 

期待運用収益率（％） － 

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。 

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。 

会計基準変更時差異の処理年数
（年） 

1 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

割引率（％） 2.0 

期待運用収益率（％） － 

過去勤務債務の額の処理年数
（年） 

同左 

 

 

 

 

 

数理計算上の差異の処理年数
（年） 

同左 

 

 

 

 

 

 

会計基準変更時差異の処理年数
（年） 

同左 
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（税効果会計関係） 

 

前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20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 

（千円）

繰延税金資産 

 流動資産 

  貸倒引当金 1,660

  賞与引当金 

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）

繰延税金資産 

 流動資産 

  貸倒引当金 2,445

  賞与引当金 40,986

  未払費用 

42,039

5,328  未払費用 4,834

  未払事業税 12,558

  その他 439

  未払事業税 13,890

  未払金 6,098

  合計 68,523

 固定資産 

  退職給付引当金 186,772

  役員退職慰労引当金 84,505

  合計 61,757

 固定資産 

  退職給付引当金 213,644

  役員退職慰労引当金 86,446

  減価償却超過額 1,977

  減損損失 

  減価償却超過額 1,842

  減損損失 20,761 20,761

  小計 294,015

  評価性引当額 △105,266

  その他有価証券評価差額金 47,866

  小計 370,560

  合計 188,749

 繰延税金資産合計 257,272

  評価性引当額 △107,207

  合計 263,353

繰延税金資産の純額 257,272  繰延税金資産合計 325,110

繰延税金資産の純額 325,110 
 

 
 

  

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） 

法定実効税率 40.50

（調整） 

 留保金課税 3.24

 住民税均等割 

 留保金課税 2.21

1.61  住民税均等割 1.66

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

44.37 評価性引当額 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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（ストック・オプション等関係） 

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．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。 

   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 － － 

 

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） － － 
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(注) 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
価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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当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日至 平成20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。 

   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） 92,000 

 付与 － － 

 失効 － 2,000 

 権利確定 104,000（注） － 

 未確定残 － 90,000 

権利確定後       （株）   

 前連結会計年度末 － － 

 権利確定 104,000（注） － 

 権利行使 － － 

 失効 － － 

 未行使残 104,000（注） － 

 

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) 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。 

― 34 ― 



 

幼児活動研究会株式会社（2152） 平成 20 年３月期 決算短信 
 

― 35 ― 

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
価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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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

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 各事業の主な製品 

(1) 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 

(2) 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19年４月１日 至 平成20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 

3,776,171  256,629 4,032,800 －  4,032,800 

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

62,714  3,600 66,314 （66,314） － 

  計 3,838,886  260,229 4,099,115 （66,314） 4,032,800 

 営業費用 3,387,583  205,623 3,593,207 （72,774） 3,520,433 

 営業利益 451,302  54,605 505,908 6,459  512,367 

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本
的支出 

  

 資産 3,578,718  176,513 3,755,231 （16,574） 3,738,656 

 減価償却費 31,243  76 31,320 －  31,320 

 資本的支出 44,578  111 44,690 －  44,690 

(注) １ 事業区分は、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 各事業の主な製品 

(1) 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 

(2) 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。 
 

 

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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。 
 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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 

議決権等 

事業の内容 取引金額 期末残高の所有 
役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容 科目 
又は職業 (千円) (千円)(被所有)割合

(千円) 
(％) 

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 

 学校法人大和
学園との取引(被所有）  
 

貸付 
－ －  直接 

46.8 33,000 
受取利息 理事長 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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,574円98銭

１株当たり当期純利益 182円51銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
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。 
 

１株当たり純資産額 1,766円72銭

１株当たり当期純利益 252円43銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 
 
 

243円13銭

 

(注)１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益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18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)

当期純利益（千円） 198,202 321,028 

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）（千円） （－） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 198,202 321,028 

期中平均株式数（千株） 1,086 1,271 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 普通株式増加数（千株） － 48 

  （うち新株予約権）（千株） （－） （48）

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 

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 

該当事項はありません。
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（重要な後発事象） 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

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。 
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５．個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20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  1,402,184  1,352,625

 ２．売掛金  49,627  91,602

 ３．有価証券  20,364  20,485

 ４．商品  1,082  524

 ５．貯蔵品  17,576  4,826

 ６．前払費用  28,507  24,344

 ７．繰延税金資産  65,894  59,090

 ８．その他  8,844  7,407

   貸倒引当金  △4,813  △6,341

流動資産合計  1,589,268 56.9  1,554,566 43.4

Ⅱ 固定資産   

 １．有形固定資産   

  （1）建物 ※1 179,512 169,999 

    減価償却累計額  56,923 122,589 58,988 111,011

  （2）構築物  524 524 

    減価償却累計額  423 100 444 80

  （3）工具器具備品 ※1 106,052 127,842 

    減価償却累計額  77,962 28,089 91,220 36,621

  （4）土地  244,096  212,904

有形固定資産合計  394,876 14.1  360,618 10.1

 ２．無形固定資産   

  （1）借地権  19,507  19,507

  （2）商標権  1,896  1,646

  （3）ソフトウェア  22,106  31,568

  （4）その他  2,579  2,579

無形固定資産合計  46,089 1.7  55,301 1.6
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20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  786,288

  （2）関係会社株式  3,000  3,000

  （3）出資金  80  80

  （4）保険積立金  300,467  323,297

  （5）長期前払費用  749  795

  （6）繰延税金資産  188,749  263,353

  （7）投資不動産  217,922 217,922 

    減価償却累計額 14,564 203,358 15,465 202,457

 －  （8）長期性預金  39,000

 24,606    （9）その他 28,959

投資その他の資産合計  27.3  1,608,232 44.9761,288

 1,202,254 43.1  固定資産合計 2,024,152 56.6

資産合計  100.0  3,578,718 100.02,791,522
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20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  57,969  95,517

 ２．未払金  112,353  68,129

 ３．未払費用  11,592  21,081

 ４．未払法人税等  161,000  137,005

 ５．未払消費税等  24,956  27,100

 ６．前受金  19,706  181,503

 ７．預り金  21,952  25,690

 ８．前受収益  553  553

 ９．賞与引当金  100,800  98,100

流動負債合計  510,884 18.3  654,682 18.3

Ⅱ 固定負債   

 １．退職給付引当金  461,165  527,517

 ２．役員退職慰労引当金  208,655  213,447

 ３．その他  549  549

固定負債合計  670,370 24.0  741,513 20.7

42.3  負債合計  1,181,255 1,396,196 39.0

  （純資産の部） 

Ⅰ 株主資本   

 １．資本金  219,240 7.9  406,460 11.4

 ２．資本剰余金   

   資本準備金  71,157 258,377 

資本剰余金合計  2.5  258,377 7.271,157

 ３．利益剰余金   

 （1）利益準備金  12,842 15,666 

 （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  1,177,027 1,442,340 

利益剰余金合計  1,319,869 47.3  1,588,007 44.4

株主資本合計  1,610,267 57.7  2,252,844 63.0

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １．その他有価証券評価差額金  － －  △70,322 △2.0

評価・換算差額等合計  － －  △70,322 △2.0

純資産合計  1,610,267 57.7  2,182,522 61.0

負債純資産合計  2,791,522 100.0  3,578,718 100.0
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(2) 損益計算書 

 

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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  3,578,844 100.0  3,838,886 100.0

Ⅱ 売上原価  2,494,294 69.7  2,685,331 70.0

   売上総利益  1,084,550 30.3  1,153,554 30.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2 630,266 17.6  702,251 18.2

   営業利益  454,284 12.7  451,302 11.8

Ⅳ 営業外収益   

 １．受取利息  1,903 3,238 

 ２．有価証券利息  － 2,568 

 ３．受取配当金 ※1 6,600 12,263 

 ４．保険金収入  2,169 250 

 ５．賃貸料収入 ※1 7,676 7,783 

 ６．受取手数料 ※1 7,904 6,886 

 ７．その他  175 26,430 0.7 1,254 34,245 0.9

Ⅴ 営業外費用   

 １．賃貸料収入原価  1,679 1,594 

 ２．支払補償費  1,476 2,944 

 ３．株式上場費用  － 23,506 

 ４．その他  － 3,156 0.1 3,446 31,491 0.9

   経常利益  477,558 13.3  454,056 11.8

Ⅵ 特別利益   

 １．保険解約返戻金  － － － 95,597 95,597 2.5

Ⅶ 特別損失   

 １．固定資産売却損 ※3 － 18,114 

 ２．固定資産除却損 ※4 － － － 36 18,150 0.5

   税引前当期純利益  477,558 13.3  531,503 13.8

   法人税、住民税及び事業
税 

 259,088 255,063 

   法人税等調整額  46,872 305,961 8.5 △19,933 235,130 6.1

   当期純利益  4.8  296,373171,597 7.7
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・売上原価明細書 

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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 

(％) 

Ⅰ 商品  1,624 0.1 620 0.0

Ⅱ 人件費 ※１ 1,578,518 63.3 1,702,404 63.4

Ⅲ 経費  ※２ 914,150 36.6 982,307 36.6

   合計  2,494,294 100.0 2,685,331 100.0

   

 

（注） ※１主な内訳は、次のとおりであります。 

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 

給与及び手当 1,132,476 1,198,456

賞与 82,697 135,138

賞与引当金繰入額 93,800 91,500

退職給付費用 85,657 80,975

法定福利費 174,274 182,632

その他 9,613 13,701

 

 ※２主な内訳は、次のとおりであります。 

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 

イベント企画費 232,375 253,994

施設賃借料 414,689 451,249

旅費交通費 130,786 130,561

旅行原価 62,911 52,921

その他 73,387 93,580
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(3) 株主資本等変動計算書 

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) 
71,157 71,157 12,842 130,000 1,033,665 1,176,508 219,240 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

  171,597 当期純利益 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） 
71,157 71,157 12,842 130,000 1,177,027 1,319,869 219,240 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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当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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 

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

事業年度中の変動額   

 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

 当期純利益  296,373 296,373 296,373

 株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
  －

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
187,220 187,220 187,220 2,823 － 265,313 268,137 642,577

平成20年３月31日残高 

（千円） 
406,460 258,377 258,377 15,666 130,000 1,442,340 1,588,007 2,252,844

 

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

事業年度中の変動額  

 新株の発行  374,440

 利益準備金の積立  －

 剰余金の配当（注）  △28,236

 当期純利益  296,373

 株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△70,322 △70,322 △70,322

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△70,322 △70,322 572,254

平成20年３月31日残高 

（千円） 
△70,322 △70,322 2,182,522
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重要な会計方針 

 

項目 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(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。 

(2) 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。 

 

 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（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 

同左 

 

 

(3) 子会社及び関連会社の株式 (3) 子会社及び関連会社の株式 

同左 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

総平均法による原価法 

貯蔵品 

終仕入原価法 

商品 

同左 

貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産（投資不動産を含む）

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 

 

(1) 有形固定資産（投資不動産を含む）

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 

 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

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。 
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項目 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

  (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。 

 (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。

(2) 無形固定資産 

同左 

 

４ 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、決算日の直物

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 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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 (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。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 (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。 

(3) 退職給付引当金 

同左 
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項目 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

 (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。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

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 

 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税等の会計処理 

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。 

 

 消費税等の会計処理 

同左 

 

会計方針の変更 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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、財務諸表規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

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。 

───────── 
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表示方法の変更 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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。 

 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 

※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 
 

※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 
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（損益計算書関係） 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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に含

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

  

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおりに含

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 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す。 

広告宣伝費 54,817 千円

役員報酬 121,745

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 66,358

貸倒引当金繰入額 2,395

減価償却費 10,994

地代家賃 38,704

保険料 55,111

  

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は８％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は92％であり

ます。 

 主要な費目及び金額は次のとおりです。 

広告宣伝費 54,942 千円

役員報酬 149,590 

従業員給与 81,009 

賞与引当金繰入額 6,600 

退職給付費用 5,473 

役員退職慰労引当金繰入額 4,791 

旅費交通費 62,226 

貸倒引当金繰入額 1,527 

減価償却費 20,425 

地代家賃 46,666 

  

※３       ─────── 

 

 

 

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物・土地 18,114千円

 
 

※４       ─────── ※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 36千円
 

  

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

 該当事項はありません。 
 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

 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18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

同左 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、財務諸表等規則の第８条の６第６項
の規定により記載を省略しております。 

 

 

 

 

  

 

（有価証券関係） 

前事業年度(平成19年３月31日現在) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(平成20年３月31日現在) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

 

前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20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 

(千円)

繰延税金資産 

 流動資産 

  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

  合計 65,894

 固定資産 

  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

  合計 188,749

 繰延税金資産合計 254,644

繰延税金資産の純額 254,644

 
 

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)

繰延税金資産 

 流動資産 

  貸倒引当金 2,568

  賞与引当金 39,730

  未払費用 5,164

  未払事業税 11,319

  その他 307

  合計 59,090

 固定資産 

  退職給付引当金 213,644

  役員退職慰労引当金 86,446

  減価償却超過額 1,842

  減損損失 20,761

  その他有価証券評価差額金 47,866

  小計 370,560

  評価性引当額 △107,207

  合計 263,353

 繰延税金資産合計 322,443

繰延税金資産の純額 322,443

 
 

  

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 3.54

 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

  

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 2.40

 住民税均等割 1.78

 その他 △0.45

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

44.23
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（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,482円75銭 

１株当たり当期純利益 158円01銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

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。 
 

１株当たり純資産額 1,671円15銭 

１株当たり当期純利益 233円05銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 

 

 

224円46銭 

 

 

 

 

(注)１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益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18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益 

 当期純利益（千円） 171,597 296,373 

 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）（千円） （－） （－）

 普通株式に係る当期純利益（千円） 171,597 296,373 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 1,086 1,271 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 普通株式増加数（千株） － 48 

  （うち新株予約権）（千株） （－） （48）

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 

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） 

該当事項はありません。
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（重要な後発事象） 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

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。 
 

───────── 
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