
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 幼児活動研究会株式会社 上場取引所 大 

コード番号 2152 URL http://www.youji.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山下 孝一

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 川口 弘之 TEL 03-3494-0262

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 988 ― 119 ― 122 ― 57 ―

20年3月期第1四半期 955 ― 136 ― 137 ― 68 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 43.95 ―

20年3月期第1四半期 58.52 56.66

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

21年3月期第1四半期 3,811 2,356 61.8 1,804.34
20年3月期 3,738 2,307 61.7 1,766.72

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,356百万円 20年3月期  2,307百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 26.00 26.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 26.00 26.00

3.  平成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、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 2,056 ― 181 ― 182 ― 93 ― 71.43
通期 4,304 6.7 489 △4.6 492 △1.4 269 △16.0 206.42

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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。実際の実績等は、業績の変化等により、上記
予想数値と異なる場合があります。 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  1,306,000株 20年3月期  1,306,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  1,306,000株 20年3月期第1四半期  1,168,197株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローンに端を発した世界的な景気減速懸念、原

油・その他の原材料価格の高騰、急激な円高の進行等により、先行き不透明感がいっそう強まる状況となりま

した。 

当社グループを取り巻く事業環境は、少子高齢化の影響により依然厳しい状況にあります。幼児・児童の絶

対数が年々減少する中で、幼稚園・保育園においては、一人でも多くの新入園児を取り込むために、他の園と

の差別化を推進し、特色を打ち出すことに苦心しております。一方で、子供たちの教育に対する親の関心は、

ますます高まっており、子供たちの成長の過程において目に見える効果を求める傾向が強まってきております。

これらのニーズを受けて、当社グループの展開するサービスに対しても、従来の保育という枠組みを超えた、

より洗練された高度な付加価値の提供が求められております。 

当社グループといたしましては、引き続きさらなる技術の向上と指導プログラムの充実をはかることで、こ

れらの多様なニーズを抱える幼稚園・保育園・保護者等の期待に応えられるよう努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期の連結売上高は988百万円（前年同期比3.5％増）、営業利益は119百万円（前年同

期比12.8％減）、経常利益は122百万円（前年同期比11.1％減）、四半期純利益は57百万円（前年同期比

16.0％減）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①幼児体育指導関連事業 

幼児体育指導関連事業におきましては、正課体育指導のうち、読み書き・計算・音楽等の自学自習の教育方

法を取り入れたYYプロジェクトの新規契約を、新年度を迎えるにあたって順調に受注できたことが売上の増加

に寄与しました。一方で、課外体育指導においては、年長児が就園満了となる年度末は退会者が相当数に及ぶ

ことになりますが、新規入会キャンペーンの促進により、会員数の実質減を最小限にとどめることができまし

た（前年同期比では1.7％増）。 

この結果、売上高は926百万円（前年同期比3.2％増）、営業利益は105百万円（前年同期比14.1％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、コンサルティング年間契約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へのアップグレ

ードも順調に推移しました。 

この結果、売上高は62百万円（前年同期比8.9％増）、営業利益は11百万円（前年同期比3.5％減）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 20年３月期 20年３月期 21年３月期 

 第１四半期  第１四半期 
増減率(％) 

 

(19年３月末日) (19年６月末日) (20年３月末日) (20年６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 687 710 724 733 3.2 1.2

     (うち、YYプロジェクト) (41) (74) (86) (101) 36.5 17.4

   正課体育指導会場数 (注)２． 

     会場数 695 716 730 742 3.6 1.6

       幼稚園 534 540 546 548 1.5 0.4

       保育園 139 149 158 172 15.4 8.9

       その他 (注)３． 22 27 26 22 △18.5 △15.4

 課外体育指導 

   課外体育指導会場数 (注)２． 

     会場数 701 727 731 744 2.3 1.8

       幼稚園 595 606 608 608 0.3 0.0

       保育園 84 95 98 105 10.5 7.1

       その他 (注)３． 22 26 25 31 19.2 24.0

   課外体育指導会員数 36,791 38,099 39,314 38,746 1.7 △1.4

(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21年３月期第１四半期(20年６月末日)の平成20年３月期第１四半期(19年６月末日)に対する増減率です。 

５． 平成21年３月期第１四半期(20年６月末日)の平成20年３月期(20年３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 21年３月期 

 第１四半期  第１四半期 
増減率(％) 

 

(19年３月末日) (19年６月末日) (20年３月末日) (20年６月末日) (注)３． (注)４．

 コンサルティング契約件数 114 130 150 162 24.6 8.0

 (うち、YYプロジェクト) (40) (76) (88) (103) 35.5 17.0

   (内訳１) 

     幼稚園 75 81 87 95 17.3 9.2

     保育園 38 48 60 65 35.4 8.3

     その他 1 1 3 2 100.0 △3.3

   (内訳２) 

     トータルサポートCOSMO21 (注)１ 75 100 115 136 36.0 18.3

     サポート日経 (注)２． 39 30 35 26 △13.3 △25.7

(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21年３月期第１四半期(20年６月末日)の平成20年３月期第１四半期(19年６月末日)に対する増減率です。 

４． 平成21年３月期第１四半期(20年６月末日)の平成20年３月期(20年３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 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産は3,811百万円と前期連結会計年度末に対し72百万円の増加とな

りました。これは、主に現金及び預金40百万円の増加及び投資有価証券32百万円の増加によるものであります。 

 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は1,454百万円と前期連結会計年度末に対し23百万円の増加とな

りました。これは、主に買掛金47百万円の減少及び未払法人税等86百万円の減少があったものの、前受金80百

万円、賞与引当金56百万円及び退職給付引当金16百万円の増加によるものであります。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は2,356百万円と前期連結会計年度末に対して49百万円の増加

となりました。主な要因は、利益剰余金23百万円の増加及びその他有価証券評価差額金25百万円の増加による

ものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はござい

ません。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（簡便な会計処理の適用） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め  

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックスプラン

ニングを利用する方法によっております。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

①税金費用の計算 

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額

は法人税等に含めて表示しております。 

 

(3) 四半期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 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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５．四半期連結財務諸表 

 

(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円) 

 

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,541,420  1,501,239

  売掛金 97,049  95,519

  有価証券 30,409  30,409

  たな卸資産 9,834  6,662

  繰延税金資産 61,748  61,757

  その他 35,906  27,644

  貸倒引当金 △6,117  △6,039

  流動資産合計 1,770,251  1,717,194

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 118,722  120,518

   工具器具備品 34,292  36,695

   土地 258,144  258,144

   有形固定資産合計 411,160  415,359

  無形固定資産 53,346  55,301

  投資その他の資産  

   投資有価証券 818,529  786,288

   繰延税金資産 245,865  263,353

   投資不動産 147,962  148,026

   その他 32,162  29,835

   保険積立金 331,777  323,297

   投資その他の資産合計 1,576,297  1,550,801

  固定資産合計 2,040,804  2,021,462

 資産合計 3,811,055  3,738,656

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 48,735  96,068

  未払金 54,103  73,749

  未払法人税等 60,040  146,305

  前受金 276,787  196,517

  賞与引当金 157,968  101,200

  その他 98,325  75,966

－6－



幼児活動研究会㈱（2152）平成21年３月期 第１四半期決算短信 
 

 

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

  流動負債合計 695,959  689,807

 固定負債  

  退職給付引当金 544,403  527,517

  役員退職慰労引当金 213,670  213,447

  その他 549  549

  固定負債合計 758,623  741,513

 負債合計 1,454,582  1,431,321

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 406,460  406,460

  資本剰余金 258,377  258,377

  利益剰余金 1,736,267  1,712,820

  株主資本合計 2,401,104  2,377,657

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △44,630  △70,322

  評価・換算差額等合計 △44,630  △70,322

 純資産合計 2,356,473  2,307,335

負債純資産合計 3,811,055  3,738,656
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(2) 四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

(単位:千円) 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高  988,997

売上原価   639,841

売上総利益   349,156

販売費及び一般管理費   230,101

営業利益   119,055

営業外収益   

 受取利息   6

 賃貸料収入   1,208

 保険解約返戻金   1,421

 その他   1,090

 営業外収益合計   3,725

営業外費用   

 賃貸料収入原価   242

 その他   448

 営業外費用合計   690

経常利益   122,090

特別損失   

 役員退職慰労金   5,133

 特別損失合計   5,133

税金等調整前四半期純利益   116,956

法人税、住民税及び事業税   59,554

四半期純利益   57,402
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:千円) 

  

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純利益 116,956

 減価償却費 8,113

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,886

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減
少） 

223

 賞与引当金の増減額（△は減少） 56,768

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 78

 受取利息及び受取配当金 △6

 売上債権の増減額（△は増加） △1,529

 たな卸資産の増減額（△は増加） △3,171

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,262

 仕入債務の増減額（△は減少） △47,333

 前受金の増減額（△は減少） 80,269

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △11,324

 小計 207,667

 利息及び配当金の受取額 6

 法人税等の支払額 △141,021

 営業活動によるキャッシュ・フロー 66,652

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の増減額（△は増加） 102,832

 有形固定資産の取得による支出 △1,895

 投資有価証券の売却及び償還による収入 10,938

 その他 △10,806

 投資活動によるキャッシュ・フロー 101,068

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 配当金の支払額 △24,707

 財務活動によるキャッシュ・フロー △24,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143,013

現金及び現金同等物の期首残高 1,142,143

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,285,157
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

 

幼児体育指導関連
事業 

(千円) 

コンサルティング
関連事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高   

(1)外部顧客に対する
売上高 

926,686  62,311 988,997 －  988,997 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

19,810  1,931 21,741 （21,741） － 

計 946,497  64,242 1,010,739 （21,741） 988,997 

営業利益 105,812  11,580 117,392 1,662  119,055 

(注) １ 事業の区分は、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 各区分の主な製品 

 (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 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期にかかる財務諸表 

（要約）前四半期連結損益計算書 

(単位:千円) 

 
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

Ⅰ 売上高 955,432

Ⅱ 売上原価 622,939

売上総利益 332,493

Ⅲ 販売費及び一般管理費 195,893

営業利益 136,600

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息 419

 ２ 賃貸料収入 1,224

 ３ 保険金収入 23,212

 ４ その他 865

   営業外収益合計 25,722

Ⅴ 営業外費用 

 １ 賃貸料収入原価 213

 ２ 株式上場費用 23,506

 ３ その他 1,194

   営業外費用合計 24,914

経常利益 137,408

  税金等調整前四半期純利益 137,408

  法人税、住民税及び事業税 94,931

  法人税等調整額 △25,886

  法人税等合計 69,045

  四半期純利益 68,362
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:千円) 

 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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純利益 137,408

 減価償却費 6,487

 退職給付引当金の増減額 24,299

 役員退職慰労引当金の増減額 712

 賞与引当金の増減額 51,900

 貸倒引当金の増減額 3,563

 受取利息及び受取配当金 △419

 売上債権の増減額 △75,466

 たな卸資産の増減額 12,099

 その他流動資産の増減額 △29,530

 仕入債務の増減額 △15,223

 前受金の増減額 53,327

 その他流動負債の増減額 △19,696

   小計 149,460

 利息及び配当金の受取額 419

 法人税等の支払額 △174,897

 営業活動によるキャッシュ・フロー △25,017

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の純増減額 △23,903

 有形固定資産の取得による支出 △2,124

 その他 △3,497

 投資活動によるキャッシュ・フロー △29,525

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 新株の発行による収入 374,440

 配当金の支払額 △28,236

 財務活動によるキャッシュ・フロー 346,204

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 291,661

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,039,122

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,330,784
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