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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 3,099 ― 408 ― 413 ― 78 ―
20年3月期第3四半期 2,931 6.7 337 △16.1 326 △20.3 211 2.6

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3四半期 60.24 ―
20年3月期第3四半期 167.68 160.37

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3四半期 3,604 2,407 66.8 1,843.03
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3四半期  2,407百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 4,288 6.3 559 9.2 564 13.0 178 △44.5 136.70

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、６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、６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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手した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。  

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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  1,306,000株 20年3月期第3四半期  1,260,400株
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当第３四半期におけるわが国の経済は、米国を中心に創出された信用取引規模が、世界的に拡大し、許

容を超えた終焉という形で大手証券会社、金融機関の相次ぐ破綻を招き、国際金融市場の収縮から経済活

動は世界的に減速し、混迷しました。原材料の加工輸出主導のわが国は、原料価格の高騰等から投下資金

の海外流失が加速し、加えて急激な円高の進行は、自動車、半導体、消費財関連企業の人員削減、設備投

資の縮小に変転し、個人消費、住宅投資の鈍化が鮮明になり、実需経済への波及は深刻な事態に陥りまし

た。 

 当社グループを取り巻く環境は、少子化高齢化問題を抱えつつ、景気の大幅な減退が一般家庭にも大き

く影響し、依然回復の見通しの定まらない厳しい事業環境に直面しております。このような環境下におい

て、全国の幼稚園・保育園は、幼児・児童の絶対数が減少するなか、経営改善に努め、一人でも多くの新

入園児の応募を促すために園の特色を編み出し、差別化に苦心しております。 

 一方、少子化の反作用として、親の子供に対する育成、教育の関心は、ますます高まっており、身体の

成長に伴った外面、内面の教育効果、反応に高い評価を求めております。これらのニーズに対応して、当

社グループは、未来を背負う子供たちのために、従来の体育指導の枠組みを超えて、子供の可能性を引き

出し、伸ばし、育てる教育指導を柱に、躾、礼儀、人の道を踏み外さない倫理道徳の指導へカリキュラム

を拡げ、質の高いサービスを提供してまいりました。  

 この結果、当第３四半期の連結売上高は3,099百万円（前年同期比5.7％増）、営業利益は408百万円

（前年同期比21.2％増）、経常利益は413百万円（前年同期比26.7％増）、四半期純利益は78百万円（前

年同期比62.8％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、従来の正課体育指導に、読み書き・計算・音楽等の自学自習で

きる子に育てる教育方法を取り入れたYYプロジェクトを重点的に紹介し、新たな契約が順調に締結できた

ことが、売上高の伸長に貢献しました。  

 一方で、課外体育指導では、夏期期間中に積極的に行ったキャンプ、水泳教室、サッカー教室に加え、

秋季に集中する運動会での成果が好評を得たことで、その後の新規入会者が増え、昨年度末の就園満了に

よる会員の減少数を補い、売上高を維持することができました。  

 この結果、売上高は2,902百万円（前年同期比4.9％増）、営業利益は367百万円（前年同期比19.9％

増）となりました。 

  

②コンサルティング関連事業  

 コンサルティング関連事業につきましては、年間を通じての業務契約が順調に増加し、加えて園への訪

問指導の回数を増やし、内容をより高めた＜トータルサポートCOSMO21＞への転換を奨めたことが功を奏

し、売上増に寄与しました。  

 この結果、売上高は197百万円（前年同期比20.4％増）、営業利益は35百万円（前年同期比40.4％増）

となりました。 

  

【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 
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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 

  

 

 
  

20年３月期 20年３月期 21年３月期 21年３月期

増減率(％)

第３四半期 第２四半期 第３四半期

(19年12月末日) (20年３月末日) (20年９月末日) (20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 714 724 737 743 4.1 2.6

(うち、YYプロジェクト) (75) (86) (106) (110) 46.7 27.9

正課体育指導会場数 (注)２．

会場数 720 730 746 752 4.4 3.0

幼稚園 542 546 548 549 1.3 0.5

保育園 152 158 174 178 17.1 12.7

その他(注)３． 26 26 24 25 △3.8 △3.8

課外体育指導

課外体育指導会場数 (注)２．

会場数 730 731 744 748 2.5 2.3

幼稚園 608 608 608 610 0.3 0.3

保育園 97 98 105 107 10.3 9.2

その他 (注)３． 25 25 31 31 24.0 24.0

課外体育指導会員数 39,468 39,314 39,113 39,971 1.3 1.7

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

5. 平成21年３月期第３四半期(20年12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 

 

 
  

20年３月期 20年３月期 21年３月期 21年３月期

増減率(％)

第３四半期 第２四半期 第３四半期

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

コンサルティング契約件数 134 150 168 172 28.4 14.7

(うち、YYプロジェクト) (77) (88) (108) (112) 45.5 27.3

(内訳１)

幼稚園 82 87 96 97 18.3 11.5

保育園 49 60 69 71 44.9 18.3

その他 3 3 3 4 33.3 33.3

ト ー タ ル サ ポ ー ト COSMO21
(注)１．

104 115 141 145 39.4 26.1

サポート日経 (注)２． 30 35 27 27 △10.0 △22.9

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

4. 平成21年３月期第３四半期(20年12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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（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産は3,604百万円と前連結会計年度末に対し133百万円の減少と

なりました。これは、主に現金及び預金437百万円及び保険積立金15百万円の増加に対し、投資有価証券

640百万円及び繰延税金資産19百万円の減少によるものであります。 

  

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は1,197百万円と前連結会計年度末に対し233百万円の減少と

なりました。これは、主に退職給付引当金49百万円の増加に対し、買掛金32百万円、前受金118百万円、

未払法人税等143百万円の減少によるものであります。 

  

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は2,407百万円と前連結会計年度末に対して99百万円の増

加となりました。主な要因は、利益剰余金44百万円及びその他有価証券評価差額金54百万円の増加による

ものであります。 

  
  

平成20年10月31日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 

  

  
  
  
  
  
  
  

  

２. 連結財政状態に関する定性的情報 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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該当事項はありません。 

  

  

（簡便な会計処理の適用） 

 該当事項はありません。 

  

（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３四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。 

  

  

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。 

  

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,938,471 1,501,239

売掛金 106,414 95,519

有価証券 31,732 30,409

商品 5,630 1,133

繰延税金資産 40,443 61,757

その他 91,550 33,173

貸倒引当金 △4,883 △6,039

流動資産合計 2,209,359 1,717,194

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 115,841 120,518

工具、器具及び備品（純額） 36,165 36,695

土地 258,144 258,144

有形固定資産合計 410,151 415,359

無形固定資産 53,146 55,301

投資その他の資産   

投資有価証券 145,997 786,288

繰延税金資産 265,250 263,353

投資不動産（純額） 147,835 148,026

保険積立金 338,992 323,297

その他 34,105 29,835

投資その他の資産合計 932,182 1,550,801

固定資産合計 1,395,480 2,021,462

資産合計 3,604,840 3,738,656
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 63,231 96,068

未払金 72,801 73,749

未払法人税等 3,242 146,305

前受金 78,166 196,517

賞与引当金 62,350 101,200

その他 125,311 75,966

流動負債合計 405,103 689,807

固定負債   

退職給付引当金 577,010 527,517

役員退職慰労引当金 215,175 213,447

その他 549 549

固定負債合計 792,735 741,513

負債合計 1,197,839 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 1,757,532 1,712,820

株主資本合計 2,422,369 2,377,657

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,368 △70,322

評価・換算差額等合計 △15,368 △70,322

純資産合計 2,407,000 2,307,335

負債純資産合計 3,604,840 3,738,656
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,099,727

売上原価 2,092,622

売上総利益 1,007,105

販売費及び一般管理費 598,637

営業利益 408,467

営業外収益  

受取利息 2,042

賃貸料収入 3,484

保険解約返戻金 1,421

受取配当金 903

その他 2,163

営業外収益合計 10,014

営業外費用  

賃貸料収入原価 453

保険解約損 1,737

その他 3,042

営業外費用合計 5,232

経常利益 413,249

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,155

特別利益合計 1,155

特別損失  

役員退職慰労金 5,133

投資有価証券売却損 181,068

投資有価証券評価損 79,177

その他 9

特別損失合計 265,388

税金等調整前四半期純利益 149,016

法人税等 70,348

四半期純利益 78,667
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,058,658

売上原価 678,167

売上総利益 380,490

販売費及び一般管理費 191,415

営業利益 189,074

営業外収益  

受取利息 683

賃貸料収入 1,148

受取配当金 0

その他 617

営業外収益合計 2,449

営業外費用  

賃貸料収入原価 104

その他 763

営業外費用合計 868

経常利益 190,655

特別損失  

投資有価証券売却損 181,068

投資有価証券評価損 47,800

特別損失合計 228,869

税金等調整前四半期純損失（△） △38,213

法人税等 △25,436

四半期純損失（△） △12,776
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 149,016

減価償却費 27,229

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,493

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,728

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,850

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,155

受取利息及び受取配当金 △2,945

固定資産除却損 9

投資有価証券売却損益（△は益） 181,068

投資有価証券評価損益（△は益） 79,177

売上債権の増減額（△は増加） △10,895

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,717

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,363

仕入債務の増減額（△は減少） △32,837

前受金の増減額（△は減少） △118,350

その他の流動負債の増減額（△は減少） 41,899

小計 315,506

利息及び配当金の受取額 2,544

法人税等の支払額 △277,002

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,047

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） 137,276

投資有価証券の取得による支出 △16,636

投資有価証券の売却及び償還による収入 487,713

有形固定資産の取得による支出 △15,976

無形固定資産の取得による支出 △5,000

その他 △19,965

投資活動によるキャッシュ・フロー 567,412

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △33,956

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 574,504

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 1,716,648
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 

 
  (6) 株式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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

2,902,310 197,417 3,099,727 ― 3,099,727

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

65,274 5,793 71,067 △ 71,067 ―

計 2,967,584 203,210 3,170,794 △ 71,067 3,099,727

  営業利益 367,491 35,952 403,444 5,023 408,467

 

(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
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前年同四半期に係る財務諸表 

  (1) 第３四半期連結損益計算書 

「参考資料」

前第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)

区分 金額(千円)
百分比

(％)

 Ⅰ 売上高 2,931,864 100.0

 Ⅱ 売上原価 2,063,193 70.4

   売上総利益 868,670 29.6

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 531,636 18.1

   営業利益 337,033 11.5

 Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 12,207

 ２．賃貸料収入 3,663

 ３．保険金収入 258

 ４．その他 2,447 18,576 0.6

 Ⅴ 営業外費用

 １．賃貸料収入原価 629

 ２．株式上場費用 23,506

 ３．その他 5,347 29,482 1.0

   経常利益 326,127 11.1

 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 

   中間純利益
380,707 13.0

   法人税、住民税 

   及び事業税
196,242

   法人税等調整額 △ 26,874 169,368 5.8

   四半期純利益 211,338 7.2
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(2) 第３四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19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

区分 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 
   第３四半期純利益

380,707

   減価償却費 21,660

   退職給付引当金の増減額 63,788

   役員退職慰労引当金の 
   増減額

3,731

   賞与引当金の増減額 △31,550

   貸倒引当金の増減額 1,617

   受取利息及び受取配当金 △12,207

   売上債権の増減額 △74,008

   たな卸資産の増減額 13,187

   その他流動資産の増減額 △10,130

   仕入債務の増減額 11,811

   前受金の増減額 56,026

   その他流動負債の増減額 △21,356

       小計 403,277

   利息及び配当金の受取額 12,176

   法人税等の支払額 △312,205

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

103,248
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前第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)

区分 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 176,323

   投資有価証券の取得に 
   よる支出

△932,970

   有形固定資産の取得に 
   よる支出

△7,338

   無形固定資産の取得に 
   よる支出

△15,199

   長期性預金の払戻に 
   よる収入

39,000

   その他 △25,557

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△765,741

 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

△316,288

 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

722,834
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(3)セグメント情報 

  前第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
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