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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 4,231 4.9 559 9.1 567 13.6 159 △50.5
20年3月期 4,032 7.3 512 △0.9 499 △5.2 321 62.0

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 ％ ％ ％

21年3月期 121.77 ― 6.6 14.8 13.2
20年3月期 252.43 243.13 16.0 15.0 12.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 3,945 2,488 63.1 1,905.31
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  2,488百万円 20年3月期  2,307百万円

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

21年3月期 427 484 △33 2,020
20年3月期 518 △761 346 1,142

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 26.00 26.00 33 10.6 1.6
21年3月期 ― ― ― 26.00 26.00 33 21.4 1.4
22年3月期 

（予想）
― ― ― 26.00 26.00 18.1

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

2,109 3.4 231 5.7 235 6.1 110 20.6 84.46

通期 4,417 4.4 533 △4.6 542 △4.5 187 18.0 143.66
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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） 

(注) 詳細は、25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） 

(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、43ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

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 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  ―株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 4,034 5.1 494 9.6 526 15.9 142 △51.8
20年3月期 3,838 7.3 451 △0.7 454 △4.9 296 72.7

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

21年3月期 109.34 ―
20年3月期 233.05 224.46

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 3,763 2,347 62.4 1,797.31
20年3月期 3,578 2,182 61.0 1,671.15

（参考） 自己資本 21年3月期  2,347百万円 20年3月期  2,182百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(注) 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前
提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

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 
累計期間

2,022 3.7 209 9.8 216 1.0 106 12.7 81.24

通期 4,217 4.5 474 △4.1 487 △7.3 155 8.9 119.09
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当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油・原材料価格の高騰による物価の急激な上昇、米国に

端を発する金融危機が世界的規模に波及したことに加え、円高進行による輸出減退により企業収益は低

迷し、雇用環境の悪化、個人消費の冷え込みなど景気は急速に後退局面に転じてまいりました。  

 当社グループを取り巻く環境は、このような景気低迷の余波は限定的であるものの、少子高齢化の影

響により依然回復の見通しの定まらない状況が続いております。このような環境において、全国の幼稚

園・保育園は、就園する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

募を促すために独自の特色を打ち出し、他園との差別化を推進することに苦心しております。  

 一方、少子化の反作用として、親の子に対する教育への関心は依然高く、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して、当社グループは、従来

の体育指導の枠組みを超えた子供の可能性を引き出し、伸ばし、育てる教育指導に加え、「人として」

といった人間形成に寄与する倫理・道徳性の教えを前面に打ち出した質の高いサービスの提供に努めて

まいりました。  

 さらに、当連結会計年度の事業における大きな特色として、YYプロジェクトがもたらす成果体系を確

立できたことが挙げられます。これまで当社グループでは、従来の体育指導に加え、読み書き・計算・

音楽等の自学自習のできる子に育てる教育手法を取り入れたYYプロジェクトを主軸の一つとして位置づ

け、そのサービスの拡充に努めてまいりましたが、プロジェクトの始動から丸3年を経過したことによ

り、ようやく児童の就園期間（年少・年中・年長）のすべてを補足でき、成長過程の可視化を遂げられ

たことが指導カリキュラムの確立という点で大いに貢献しました。また、20年４月に新たに四国・愛媛

支部を開設し、当社グループの提供するサービスを日本全島に対して網羅的に広めていく体制を完備で

きたことも業績面において貢献しております。  

 これらの結果、当連結会計年度の連結売上高は4,231百万円（前年同期比4.9％増）、営業利益は559

百万円（前年同期比9.1％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、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。  

 課外体育指導におきましても、YYプロジェクトの教育手法を取り入れ、「できるようになりたい」

という子供たちの要求に対して、確実な成果をもって応えてまいりました。また、年間を通じて実施

されたキャンプ、遠足、サッカー大会等のイベントにおいて一定の評価を得られたことで新規入会者

数を確保し、売上高を維持することができました。  

 この結果、売上高は3,946百万円（前連結会計年度比4.5％増）、営業利益は494百万円（同9.6％

増）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

（当期の経営成績）
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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、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284百万円（前連結会計年度比10.7％増）、営業利益は56百万円（同3.7％増）

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、これまでにも増して厳しい状況が続

いていくものと予想しております。しかしながら、この少子化加速の反作用として、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にあっては、子供の成長過程において明白な効

果をもたらす教育手法を求める傾向が、ますます強まってくるものと考えております。  

 このような多方面からのニーズに対して、当社グループでは、子供の持つ潜在能力・可能性を引き出

し、伸ばし、育てる指導カリキュラムのさらなる充実をはかってまいります。また、時代の担い手であ

る子供たちに対して、「人の道を外さない」といった躾・礼儀作法等も含めた本当の教育の拡充を目指

してまいりますが、そのためには、サービスを提供する側である当社グループの人材の水準をこれまで

以上に引き上げていく必要があります。  

 これらを受けて、次期につきましても、引き続き人材の強化と教育研修の充実をはかってまいりま

す。また、業務効率性の向上を目指し、内部統制システムの適切な運用のための先行投資を行い、さら

なる企業体質の強化に努めてまいります。  

 これらの結果、次期の業績見通しにつきましては、売上高4,417百万円（前連結会計年度比4.4％

増）、営業利益533百万円（同△4.6％減）、経常利益542百万円（同△4.5％減）、当期純利益187百万

円（同18.0％増）を見込んでおります。 

  

（次期の見通し）
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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 21年３月期 21年３月期 21年３月期

増減率(％)

第2四半期 第3四半期

(20年３月末日) (20年９月末日) (20年12月末日) (21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 724 737 743 749 3.5 0.8

(うち、YYプロジェクト) (86) (106) (110) (116) 34.9 5.5

正課体育指導会場数 (注)２．

会場数 730 746 752 758 3.8 0.8

幼稚園 546 548 549 550 0.7 0.2

保育園 158 174 178 183 15.8 2.8

その他(注)３． 26 24 25 25 △3.8 0.0

課外体育指導

課外体育指導会場数 (注)２．

会場数 731 744 748 749 2.5 0.1

幼稚園 608 608 610 610 0.3 0.0

保育園 98 105 107 108 10.2 0.9

その他 (注)３． 25 31 31 31 24.0 0.0

課外体育指導会員数 39,314 39,113 39,971 39,842 1.3 △0.3

(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(21年３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。

5. 平成21年３月期(21年３月末日)の平成21年第3四半期(20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

20年３月期 21年３月期 21年３月期 21年３月期
増減率(％)

第2四半期 第3四半期

(20年３月末日) (20年９月末日) (20年12月末日) (21年3月末日) (注)３． (注)４．

コンサルティング契約件数 150 168 172 179 19.3 4.1

(うち、YYプロジェクト) (88) (108) (112) (118) 34.1 5.4

(内訳１)

幼稚園 87 96 97 102 17.2 5.2

保育園 60 69 71 73 21.7 2.8

その他 3 3 4 4 33.3 0.0

ト ー タ ル サ ポ ー ト COSMO21
(注)１．

115 141 145 151 31.3 4.1

サポート日経 (注)２． 35 27 27 28 △20.0 3.7

(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(21年３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。

4. 平成21年３月期(21年３月末日)の平成21年第3四半期(20年12月末日)に対する増減率です。

幼児活動研究会㈱（2152）平成21年3月期決算短信

- 6 -



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、2,535百万円と前連結会計年度末に対し818百万円の増加と

なりました。これは、主に、現金及び預金814百万円の増加によるものであります。 

    固定資産は、1,410百万円と前連結会計年度末に対し611百万円の減少となりました。これは、主

に、投資有価証券634百万円の減少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、652百万円と前連結会計年度末に対し37百万円の減少となり

ました。これは、主に未払金35百万円の増加及び賞与引当金20百万円の増加があったものの、買掛金34

百万円の減少及び未払法人税等91百万円の減少によるものであります。 

    固定負債は、805百万円と前連結会計年度末に対し64百万円の増加となりました。これは、退職給付

引当金61百万円の増加及び役員退職慰労引当金2百万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、2,488百万円と前連結会計年度末における純資産の残高

に対し180百万円の増加となりました。 

  

  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878

百万円増加し、当連結会計年度末には2,020百万円(前年同期比76.9％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427百万円(前年同期比△17.5％減)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302百万円、退職給付引当金の増加61百万円であり、支出の主な内訳は、仕

入債務の減少34百万円及び法人税等の支払額280百万円であります。 

  

   (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

    投資活動の結果、得られた資金は、484百万円となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償

還による収入471百万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、使用した資金は33百万円(前年同期は346百万円の収入)となりました。これは配当

金の支払額によるものであります。 

  

  

(2) 財政状態に関する分析 
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・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・ガバレッジ・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・ガバレッジ・レシオを記載しておりません。 

  

当社は、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利益処分に関する基本方針とし、あわせて配当性向に関しましても本方針を

毀損しない範囲において配慮してまいります。毎事業年度における配当の回数につきましては、定時株

主総会において１回、もしくは中間配当を含めた２回を基本的な実施方針としております。 

  

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。 

  

平成22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。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

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 平成21年3月期

自己資本比率 54.2 53.5 58.2 61.7 63.1

時価ベースの自己資本比率 ― ― ― 40.4 41.6

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

― ― ― ― ―

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（当期の配当）

（次期の配当）
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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。 

  

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。 

 
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。 

(4) 事業等のリスク

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

平成25年3月7日
第2-2895号

特定労働者派遣事業
届出受理番号

平成22年1月31日
特13-050431

有料職業紹介事業許可
許可番号

平成23年4月30日
13-ユ-050179
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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。 
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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。  

 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100,000株、第２回ストックオプションにおいて

81,000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181,000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13.9％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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近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

2. 企業集団の状況
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平成20年３月期決算短信（平成20年５月13日開示）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 

  

平成19年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 

  

平成19年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 

  

平成20年３月期決算短信（平成20年５月13日開示）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. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4. 連結財務諸表

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,501,239 2,315,261 

売掛金 95,519 99,685 

有価証券 30,409 21,826 

たな卸資産 6,662 － 

商品 － 7,198 

貯蔵品 － 4,375 

繰延税金資産 61,757 64,991 

その他 27,644 29,779 

貸倒引当金 △6,039 △7,208 

流動資産合計 1,717,194 2,535,911 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※1 189,659 ※1 189,129 

減価償却累計額 △69,141 △75,735 

建物及び構築物（純額） 120,518 113,393 

工具、器具及び備品 ※1 127,953 ※1 145,387 

減価償却累計額 △91,257 △113,481 

工具、器具及び備品（純額） 36,695 31,906 

土地 258,144 258,144 

有形固定資産合計 415,359 403,444 

無形固定資産 55,301 55,599 

投資その他の資産 

投資有価証券 786,288 151,358 

保険積立金 323,297 348,730 

繰延税金資産 263,353 267,874 

投資不動産 153,897 153,897 

減価償却累計額 △5,870 △6,125 

投資不動産（純額） 148,026 147,772 

その他 29,835 35,306 

投資その他の資産合計 1,550,801 951,042 

固定資産合計 2,021,462 1,410,087 

資産合計 3,738,656 3,945,998 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 96,068 61,738 

未払金 73,749 109,681 

未払法人税等 146,305 54,890 

前受金 196,517 206,799 

賞与引当金 101,200 122,100 

その他 75,966 96,884 

流動負債合計 689,807 652,095 

固定負債 

退職給付引当金 527,517 588,936 

役員退職慰労引当金 213,447 216,088 

その他 549 549 

固定負債合計 741,513 805,573 

負債合計 1,431,321 1,457,668 

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 1,712,820 1,837,897 

株主資本合計 2,377,657 2,502,734 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △70,322 △14,404 

評価・換算差額等合計 △70,322 △14,404 

純資産合計 2,307,335 2,488,329 

負債純資産合計 3,738,656 3,945,998 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 4,032,800 4,231,088 

売上原価 2,767,042 2,822,932 

売上総利益 1,265,758 1,408,155 

販売費及び一般管理費 ※1 753,390 ※1 849,062 

営業利益 512,367 559,092 

営業外収益 

受取利息 9,328 2,871 

賃貸料収入 5,023 4,821 

保険解約返戻金 250 1,563 

受取手数料 2,086 3,438 

その他 1,257 1,718 

営業外収益合計 17,946 14,412 

営業外費用 

賃貸料収入原価 838 662 

保険解約損 － 2,868 

支払補償費 2,944 2,326 

株式公開費用 23,506 － 

その他 3,446 157 

営業外費用合計 30,735 6,014 

経常利益 499,578 567,490 

特別利益 

保険解約返戻金 95,597 － 

特別利益合計 95,597 － 

特別損失 

役員退職慰労金 － 5,133 

投資有価証券売却損 － 212,444 

投資有価証券評価損 － 44,059 

固定資産売却損 ※2 18,114 ※2 － 

固定資産除却損 ※3 36 ※3 2,995 

特別損失合計 18,150 264,633 

税金等調整前当期純利益 577,025 302,857 

法人税、住民税及び事業税 275,969 189,641 

法人税等調整額 △19,971 △45,816 

法人税等合計 255,997 143,824 

当期純利益 321,028 159,032 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 219,240 406,460 

当期変動額 

新株の発行 187,220 － 

当期変動額合計 187,220 － 

当期末残高 406,460 406,460 

資本剰余金 

前期末残高 71,157 258,377 

当期変動額 

新株の発行 187,220 － 

当期変動額合計 187,220 － 

当期末残高 258,377 258,377 

利益剰余金 

前期末残高 1,420,028 1,712,820 

当期変動額 

剰余金の配当 △28,236 △33,956 

当期純利益 321,028 159,032 

当期変動額合計 292,792 125,076 

当期末残高 1,712,820 1,837,897 

株主資本合計 

前期末残高 1,710,425 2,377,657 

当期変動額 

新株の発行 374,440 － 

剰余金の配当 △28,236 △33,956 

当期純利益 321,028 159,032 

当期変動額合計 667,232 125,076 

当期末残高 2,377,657 2,502,734 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 － △70,322 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △70,322 55,917 

当期変動額合計 △70,322 55,917 

当期末残高 △70,322 △14,404 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 － △70,322 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △70,322 55,917 

当期変動額合計 △70,322 55,917 

当期末残高 △70,322 △14,404 

純資産合計 

前期末残高 1,710,425 2,307,335 

当期変動額 

新株の発行 374,440 － 

剰余金の配当 △28,236 △33,956 

当期純利益 321,028 159,032 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △70,322 55,917 

当期変動額合計 596,910 180,994 

当期末残高 2,307,335 2,488,329 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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 577,025 302,857 

減価償却費 31,320 37,440 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66,351 61,418 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,791 2,640 

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,600 20,900 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,938 1,169 

受取利息及び受取配当金 △9,328 △3,775 

固定資産売却損益（△は益） 18,114 － 

固定資産除却損 36 2,995 

投資有価証券売却損益（△は益） － 212,444 

投資有価証券評価損益（△は益） － 44,059 

売上債権の増減額（△は増加） △56,283 △4,166 

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,769 △4,911 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,306 △1,829 

仕入債務の増減額（△は減少） 32,805 △34,330 

前受金の増減額（△は減少） 163,040 10,282 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △29,059 57,087 

小計 819,227 704,283 

利息及び配当金の受取額 9,252 3,316 

法人税等の支払額 △310,403 △280,001 

営業活動によるキャッシュ・フロー 518,077 427,598 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の純増減額（△は増加） 161,039 64,421 

有価証券の償還による収入 － 10,000 

有形固定資産の取得による支出 △26,878 △20,447 

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 △15,186 △9,408 

投資有価証券の取得による支出 △913,138 － 

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 471,138 

長期性預金の払戻による収入 39,000 － 

その他 △27,228 △30,903 

投資活動によるキャッシュ・フロー △761,260 484,801 

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 △33,956 

財務活動によるキャッシュ・フロー 346,204 △33,956 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 103,020 878,443 

現金及び現金同等物の期首残高 1,039,122 1,142,143 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,142,143 ※1 2,020,587 
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【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19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21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

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

同左 

    

    

   

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

総平均法による原価法(貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定)

貯蔵品

               同左 

(会計方針の変更) 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」(企業会計基準第9

号平成18年7月5日)を適用しておりま

す。これによる損益への影響は軽微で

あります。
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項目

前連結会計年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(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。 

   

(イ)有形固定資産（投資不動産を含み

リース資産を除く) 

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

(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

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。 

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)

同左 

  

 

  

 

(ハ)リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リー 

    ス取引のうち、リース取引開始日 

    が平成20年3月31日以前のリース 

    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 

    よっています。
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項目

前連結会計年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

 (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

(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。

同左

 (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。 

   

－
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項目

前連結会計年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

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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(7)【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】

(会計方針の変更)

前連結会計年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

───────── (リース取引に関する会計基準等) 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日

(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計

士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適

用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。 

  なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き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。 

  これによる損益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19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

───────── (連結貸借対照表) 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」(平成20年8月7日内閣府令

第50号)が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当

連結会計年度から「商品」「貯蔵品」に区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含ま

れる「商品」「貯蔵品」は、それぞれ1,133千円、5,529

千円であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
（平成20年３月31日）

当連結会計年度 
（平成21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19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21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 70,651 千円

 役員報酬 161,426

 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 76,758

 貸倒引当金繰入額 1,938
 

 

※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 67,520 千円

役員報酬 156,040

従業員給与 92,467

賞与 6,704

賞与引当金繰入額 6,200

退職給付費用 4,863

役員退職慰労引当金繰入額 3,507

法定福利費 23,867

旅費交通費 107,582

地代家賃 63,066

 

※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 18,114千円

※２
 

───────

 

※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

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
す。

建物附属設備
工具器具備品

2,986千円
9千円
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 
（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 
  
  

該当事項はありません。 

  

 
  

   

(連結株主資本等変動計算書関係)

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 － － － －

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 
  
  

該当事項はありません。 

  

 
  

   

 
  

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 1,306,000 － － 1,306,000

 合計 1,306,000 － － 1,306,000

自己株式

 普通株式 － － － －

 合計 － － － －

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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20年６月26日
定時株主総会

普通株式 33,956 26 平成20年３月31日 平成20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21年６月25日
定時株主総会

普通株式 33,956 利益剰余金 26 平成21年３月31日 平成21年６月26日

(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19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21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20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21年３月31日現在）

 

（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

 
 

（千円）

現金及び預金勘定 2,315,261

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金

△294,714

有価証券 21,826

現金同等物に該当しない有価証券 △21,786

現金及び現金同等物 2,020,587

 

幼児活動研究会㈱（2152）平成21年3月期決算短信

- 28 -



  

 
(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。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(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
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(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。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21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

3,946,943 284,144 4,231,088 － 4,231,088

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

87,998 7,724 95,722 （95,722） －

  計 4,034,941 291,869 4,326,810 （95,722） 4,231,088

 営業費用 3,540,527 235,240 3,775,767 （103,771） 3,671,995

 営業利益 494,414 56,629 551,043 8,049 559,092

Ⅱ 資産、減価償却
費、減損損失及び
資本的支出

 資産 3,763,469 207,238 3,970,707 （24,709） 3,945,998

 減価償却費 37,243 197 37,440 － 37,440

 資本的支出 29,475 380 29,855 － 29,855
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 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。 

  

  

 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。 

  
  
  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
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該当事項はありません。 

    

  

  

(リース取引関係)

前連結会計年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21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

(関連当事者情報)

 前連結会計年度(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。

 当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 

(平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(平成21年３月31日)

 

１ 繰越税金資産及び繰越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 5,328

  未払事業税 12,558

  その他 439

  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

  減価償却費 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 325,110

繰延税金資産の純額 325,110
 

１ 繰越税金資産及び繰越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 2,893

 賞与引当金 49,450

 未払費用 6,625

 未払事業税 6,021

 合計 64,991

固定資産

 退職給付引当金 238,519

 役員退職慰労引当金 87,515

 減価償却費 1,706

 減損損失 20,761

   投資有価証券評価損 17,844

 その他有価証券評価差額金 9,805

 小計 376,151

 評価性引当額 △108,276

 合計 267,874

繰延税金資産合計 332,866

繰延税金資産の純額 332,866

 

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 2.21

 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

 

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 2.09

住民税均等割 3.38

 その他 1.52

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

47.49
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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 

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度(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）

時価が連結貸借対照
表計上額を超えるも
の

(1)国債・地方債等 9,924 10,004 79

(2)社債 － － －

(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）

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

(1)株式 － － －

(2)債券 100,000 69,900 △30,100

(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

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
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(注) 1「取得原価」は減損処理後の帳簿価格により表示しております。 

2 当連結会計年度において、投資有価証券において44,059千円(その他有価証券で時価のある投資信託44,059 

  千円)減損処理を行っております。 

3 減損処理については、時価が取得原価に対して50％以上下落したもの及び30％以上50％未満下落したものの 

  うち回復の見込みが乏しいと総合的に判断されたものについて、減損処理を行っております。 

  

 
  

当連結会計年度(平成21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）

時価が連結貸借対照
表計上額を超えるも
の

(1)国債・地方債等 － － －

(2)社債 － － －

(3)その他 － － －

合計 － － －

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）

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

(1)株式 － － －

(2)債券 100,000 75,790 △24,210

(3)その他 75,568 75,568 －

合計 175,568 151,358 △24,210

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

売却額(千円) － 446,325

売却益の合計額(千円) － －

売却損の合計額(千円) － 212,444
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５ 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 

 
  

４ 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 21,786

（2）その他有価証券

   ＭＭＦ 40

合計 21,826

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 － － － －

  社債 － － － －

  その他 － － － 75,790

２．その他 21,785 － － －

合計 21,785 － － 75,790
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(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19年４月１日  

  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日  

  至 平成21年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

①取引の内容

 当社グループは、余剰資金を運用することを目的
としてデリバティブを組み込んだ複合金融商品への
投資を行っております。

②取引に関する方針と利用目的

 当社グループが利用するデリバティブは、デリバ
ティブを組み込んだ複合金融商品のみです。

③取引にかかわるリスクの内容

 デリバティブを組み込んだ複合金融商品への投資
は、債券市場価格及び為替変動によるリスクを有し
ます。当社グループではデリバティブ取引を信用度
の高い金融機関と行っており、取引の相手方の契約
不履行により生じる信用リスクは極めて少ないと認
識しています。 
  
 
  
 

④取引にかかわるリスク管理体制

 デリバティブを組み込んだ複合金融商品への投資
は、主として経理部門が取組方針及び投資限度額等
を定めた社内標準により執行、厳重に管理しており
ます。

 経理部門は、資産運用の安定確保を目的に取引の
確認・ポジション管理を行い、デリバティブにかか
わる社内ルールの遵守状況を確認し、内部牽制が機
能するように留意しております。なお、時価評価を
含むポジション等の状況は定期的に経営陣に報告さ
れています。

２．取引時価等に関する事項

 組込デリバティブを区分して測定することができ
ない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価
し「（有価証券関係）１ 時価のある有価証券」に
含めて記載しております。

１．取引の状況に関する事項

①取引の内容

 
  同左 
   

②取引に関する方針と利用目的

  
 同左 

③取引にかかわるリスクの内容

デリバティブを組み込んだ複合金融商品への投資
は、債券市場価格及び為替変動によるリスクを有し
ます。当社グループではデリバティブ取引を信用度
の高い金融機関と行うことを基本方針としておりま
すが、 近の金融市場の低迷を反映し、当社とデリ
バティブ取引を行っている相手方は、英国政府の資
本注入を受けております。 
    
    
   

④取引にかかわるリスク管理体制

   
 同左  
    
   

   
    
    
    
    
   

２．取引時価等に関する事項

     同左
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(退職給付関係)

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日  

  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日  

  至 平成21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 △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
 

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △579,640千円

年金資産 －千円

未積立退職給付債務 △579,640千円

未認識数理計算上の差異 △9,295千円

未認識過去勤務債務 －千円

連結貸借対照表計上額純額 △588,936千円

退職給付引当金 △588,936千円

 

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
 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 66,548千円

利息費用 10,506千円

期待運用収益 －千円

数理計算上の差異の費用処理額 △5,034千円

過去勤務債務の費用処理額 －千円

退職給付費用 72,020千円

 

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（％） 2.0

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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前連結会計年度 

(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 

 
(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 

 
  

②単価情報 

 
(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。 

  

(ストック・オプション等関係)

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

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 － －

 権利確定 104,000（注） －

 未確定残 － 92,000

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） －

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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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20年４月１日至 平成21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 

 
(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 

 
  

②単価情報 

 
(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。 

  

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

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

 権利確定 104,000（注） 92,000

 未確定残

権利確定後       （株）

 前連結会計年度末

 権利確定 104,000（注） 92,000

 権利行使

 失効                4,000 11,000

 未行使残 100,000（注） 81,000

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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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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(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。 

  

 
  

  

      該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

 

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

 
  
 
 

 

１株当たり純資産額 1,905円31銭

１株当たり当期純利益 121円77銭

 
  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。 
 

前連結会計年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

当期純利益（千円） 321,028 159,032

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 321,028 159,032

期中平均株式数（千株） 1,271 1,306

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

該当事項はありません。 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日に臨時株主
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)

(重要な後発事象)
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5. 個別財務諸表

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,352,625 2,135,859 

売掛金 91,602 95,344 

有価証券 20,485 21,826 

商品 524 1,086 

貯蔵品 4,826 4,368 

前払費用 24,344 25,396 

繰延税金資産 59,090 61,199 

その他 7,407 10,795 

貸倒引当金 △6,341 △5,002 

流動資産合計 1,554,566 2,350,875 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※1 169,999 ※1 169,469 

減価償却累計額 △58,988 △64,944 

建物（純額） 111,011 104,524 

構築物 524 524 

減価償却累計額 △444 △461 

構築物（純額） 80 63 

工具、器具及び備品 ※1 127,842 ※1 144,896 

減価償却累計額 △91,220 △113,280 

工具、器具及び備品（純額） 36,621 31,615 

土地 212,904 212,904 

有形固定資産合計 360,618 349,108 

無形固定資産 

借地権 19,507 19,507 

商標権 1,646 1,396 

ソフトウエア 31,568 32,116 

その他 2,579 2,579 

無形固定資産合計 55,301 55,599 

投資その他の資産 

投資有価証券 786,288 151,358 

関係会社株式 3,000 3,000 

出資金 80 80 

保険積立金 323,297 348,730 

長期前払費用 795 1,862 

繰延税金資産 263,353 267,874 

投資不動産 217,922 217,922 

減価償却累計額 △15,465 △16,308 

投資不動産（純額） 202,457 201,614 

その他 28,959 33,364 

投資その他の資産合計 1,608,232 1,007,885 

固定資産合計 2,024,152 1,412,593 

資産合計 3,578,718 3,763,469 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 95,517 60,290 

未払金 68,129 102,689 

未払費用 21,081 32,156 

未払法人税等 137,005 40,435 

未払消費税等 27,100 30,380 

前受金 181,503 192,510 

預り金 25,690 33,416 

前受収益 553 329 

賞与引当金 98,100 118,400 

流動負債合計 654,682 610,608 

固定負債 

退職給付引当金 527,517 588,936 

役員退職慰労引当金 213,447 216,088 

その他 549 549 

固定負債合計 741,513 805,573 

負債合計 1,396,196 1,416,181 

純資産の部 

株主資本 

資本金 406,460 406,460 

資本剰余金 

資本準備金 258,377 258,377 

資本剰余金合計 258,377 258,377 

利益剰余金 

利益準備金 15,666 15,666 

その他利益剰余金 

別途積立金 130,000 130,000 

繰越利益剰余金 1,442,340 1,551,188 

利益剰余金合計 1,588,007 1,696,855 

株主資本合計 2,252,844 2,361,692 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △70,322 △14,404 

評価・換算差額等合計 △70,322 △14,404 

純資産合計 2,182,522 2,347,287 

負債純資産合計 3,578,718 3,763,469 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 3,838,886 4,034,941 

売上原価 2,685,331 2,741,858 

売上総利益 1,153,554 1,293,082 

販売費及び一般管理費 ※2 702,251 ※2 798,668 

営業利益 451,302 494,414 

営業外収益 

受取利息 3,238 2,462 

有価証券利息 2,568 74 

受取配当金 ※1 12,263 ※1 17,833 

保険解約返戻金 250 1,563 

賃貸料収入 ※1 7,783 ※1 7,489 

受取手数料 ※1 6,886 ※1 8,238 

その他 1,254 802 

営業外収益合計 34,245 38,462 

営業外費用 

賃貸料収入原価 1,594 1,305 

保険解約損 － 2,868 

支払補償費 2,944 2,326 

株式公開費用 23,506 － 

その他 3,446 156 

営業外費用合計 31,491 6,657 

経常利益 454,056 526,219 

特別利益 

保険解約返戻金 95,597 － 

貸倒引当金戻入額 － 1,338 

特別利益合計 95,597 1,338 

特別損失 

固定資産売却損 ※3 18,114 ※3 － 

固定資産除却損 ※4 36 ※4 2,995 

役員退職慰労金 － 5,133 

投資有価証券売却損 － 212,444 

投資有価証券評価損 － 44,059 

特別損失合計 18,150 264,633 

税引前当期純利益 531,503 262,925 

法人税、住民税及び事業税 255,063 164,813 

法人税等調整額 △19,933 △44,692 

法人税等合計 235,130 120,121 

当期純利益 296,373 142,804 
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【売上原価明細書】

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

  至 平成20年３月31日）  至 平成21年３月31日）

区分
注記 
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

Ⅰ 商品 620 0.0 4,124 0.2

Ⅱ 人件費 ※１ 1,702,404 63.4 1,807,060 65.9

Ⅲ 経費 ※２ 982,307 36.6 930,673 33.9

    合計 2,685,331 100.0 2,741,858 100.0

（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 1,198,456 1,277,511

賞与 135,138 126,127

賞与引当金繰入 91,500 112,200

退職給付費用 80,975 67,157

法定福利費 182,632 203,306

その他 13,701 20,756

     ※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）

企画費 253,994 207,017

施設賃借料 451,249 475,850

旅費交通費 130,561 127,122

旅行原価 52,921 38,177

その他 93,580 82,505
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 219,240 406,460 

当期変動額 

新株の発行 187,220 － 

当期変動額合計 187,220 － 

当期末残高 406,460 406,460 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 71,157 258,377 

当期変動額 

新株の発行 187,220 － 

当期変動額合計 187,220 － 

当期末残高 258,377 258,377 

資本剰余金合計 

前期末残高 71,157 258,377 

当期変動額 

新株の発行 187,220 － 

当期変動額合計 187,220 － 

当期末残高 258,377 258,377 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 12,842 15,666 

当期変動額 

利益準備金の積立 2,823 － 

当期変動額合計 2,823 － 

当期末残高 15,666 15,666 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 130,000 130,000 

当期末残高 130,000 130,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 1,177,027 1,442,340 

当期変動額 

利益準備金の積立 △2,823 － 

剰余金の配当 △28,236 △33,956 

当期純利益 296,373 142,804 

当期変動額合計 265,313 108,848 

当期末残高 1,442,340 1,551,188 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 1,319,869 1,588,007 

当期変動額 

利益準備金の積立 － － 

剰余金の配当 △28,236 △33,956 

当期純利益 296,373 142,804 

当期変動額合計 268,137 108,848 

当期末残高 1,588,007 1,696,855 

株主資本合計 

前期末残高 1,610,267 2,252,844 

当期変動額 

新株の発行 374,440 － 

剰余金の配当 △28,236 △33,956 

当期純利益 296,373 142,804 

当期変動額合計 642,577 108,848 

当期末残高 2,252,844 2,361,692 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 － △70,322 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △70,322 55,917 

当期変動額合計 △70,322 55,917 

当期末残高 △70,322 △14,404 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 － △70,322 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △70,322 55,917 

当期変動額合計 △70,322 55,917 

当期末残高 △70,322 △14,404 

純資産合計 

前期末残高 1,610,267 2,182,522 

当期変動額 

新株の発行 374,440 － 

剰余金の配当 △28,236 △33,956 

当期純利益 296,373 142,804 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △70,322 55,917 

当期変動額合計 572,254 164,765 

当期末残高 2,182,522 2,347,287 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(5)【重要な会計方針】

項目

前事業年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21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 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

(3) 子会社及び関連会社の株式 

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

   

同左 

    

   

時価のないもの

同左

(3) 子会社及び関連会社の株式

同左

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

総平均法による原価法(貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定)

貯蔵品

               同左 

(会計方針の変更) 

当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」(企業会計基準第9号平

成18年7月5日)を適用しております。

これによる損益への影響は軽微であり

ます。 

 

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 

    

(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。 

(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。

(1) 有形固定資産（投資不動産を含み

リース資産を除く) 

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
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項目

前事業年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

(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(リース資産を除く)

同左

(3) リース資産 

  所有権移転外ファインス・リー 

  ス取引のうち、リース取引開始 

  日が平成20年３月31日以前のリ 

  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 

  計処理によっています。

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。

同左

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

(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。

－

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
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(6)【重要な会計方針の変更】

(会計方針の変更)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

───────── (リース取引に関する会計基準等) 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企

業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士

協会、会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適

用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。 

  なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き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。 

  これによる損益に与える影響はありません。
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21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

(損益計算書関係)

前事業年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21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 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

 
 

※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 16,930千円

関係会社よりの賃貸料収入 2,668千円

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

 

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は７％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は93％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 55,850 千円

役員報酬 143,258

従業員給与 92,467

賞与引当金繰入額 6,200

退職給付費用 4,863

役員退職慰労引当金繰入額 3,507

旅費交通費 89,476

減価償却費 25,645

地代家賃 61,996

 

 

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりでありま

す。

建物 18,114千円

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

              ───────

 

※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
 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物附属設備
工具器具備品

 
2,986千円 

9千円 
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

   
  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(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

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 自己株式に関する事項

(リース取引関係)

前事業年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21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、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。

同左

(有価証券関係)

前事業年度(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

当事業年度(平成21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
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

１ 繰越税金資産及び繰越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

  減価償却費 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

 

１ 繰越税金資産及び繰越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 2,026

 賞与引当金 47,952

 未払費用 6,427

 未払事業税 4,794

 合計 61,199

固定資産

 退職給付引当金 238,519

 役員退職慰労引当金 87,515

 減価償却費 1,706

 減損損失 20,761

   投資有価証券評価損 17,844

 その他有価証券評価差額金 9,805

 小計 376,151

 評価性引当額 △108,276

 合計 267,874

繰延税金資産合計 329,074

繰延税金資産の純額 329,074

 

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

 
 

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 2.41

住民税均等割 3.86

その他 △1.08

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

45.69
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(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。 

 
  

  

   該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前事業年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

 

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

  
 
 

 

１株当たり純資産額 1,797円31銭

１株当たり当期純利益 109円34銭

 

 

 
  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりせん。

前事業年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益

 当期純利益（千円） 296,373 142,804

 普通株主に帰属しない金額（千円） －

 普通株式に係る当期純利益（千円） 296,373 142,804

 普通株式の期中平均株式数（千株） 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

該当事項はありません。 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)

(重要な後発事象)
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①代表取締役の異動 

    該当事項はありません。 

  

  ②その他の役員の異動 

    ・役職の異動(以下の就任日は平成21年4月1日であります。) 

      取締役管理本部副本部長 山下 明子(旧 取締役管理本部副本部長兼経理部長) 

     

    ・新任監査役候補(平成21年6月25日付予定) 

      社外監査役   山嵜 正俊          (現 山嵜正俊法律事務所所長) 

  

(注) 1. 新任監査役候補の山嵜正俊氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者です。 

     2. 候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。 

 該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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