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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 997 0.9 108 △8.9 110 △9.7 39 △30.3
21年3月期第1四半期 988 ― 119 ― 122 ― 57 ―

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

22年3月期第1四半期 30.63 30.31
21年3月期第1四半期 43.95 ―

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

22年3月期第1四半期 4,084 2,493 61.0 1,909.06
21年3月期 3,945 2,488 63.1 1,905.31

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,493百万円 21年3月期  2,488百万円

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

21年3月期 ― ― ― 26.00 26.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 26.00 26.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

2,092 2.5 221 1.0 225 1.3 66 △26.9 51.18

通期 4,395 3.9 491 △12.1 500 △11.9 124 △21.5 95.64
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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) 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  無  

(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、７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 
 本資料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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 1,306,000株 21年3月期  1,306,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 1,306,000株 21年3月期第1四半期 1,306,000株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響を受け企業業績が悪化し、所得・雇用に
対する先行き不安が強まるなか、個人消費が冷え込む厳しい環境となりました。さらに、新型インフルエ
ンザの世界的な流行に対する警戒心から、とりわけ人を介して展開されるサービスに対して、消費者の動
向が鈍化する傾向にありました。 
このような厳しい環境のもと、新たな事業年度を迎えました当社グループは、経営理念の柱である「お

客さま第一主義」をさらに強く唱え、課外体育指導であるコスモスポーツクラブ、サッカークラブ、新体
操クラブへの新規園児の入会を促進してまいりました。 
また、幼稚園・保育園を取り巻く周辺環境といたしましては、少子高齢化をはじめとする構造上の様々

な問題に直面しており、依然厳しい状況が続いております。このようななか、幼稚園・保育園の経営者た
ちは、魅力のある園作りのために試行錯誤を繰り広げており、当社グループの提供する幼児体育指導関連
サービス、コンサルティング関連サービスに対するニーズはますます高まりを見せております。これらの
多様化するニーズに応えるべく、当社グループでは、経営資源である人材の育成充実に、今後もなおいっ
そう努めてまいります。 
これらの結果、当第１四半期の連結売上高は997百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益は108百万円

（前年同期比8.9％減）、経常利益は110百万円（前年同期比9.7％減）となりました。 
一方、当第１四半期において、一部無形固定資産の除却を実施いたしました。この結果、四半期純利益

は39百万円（前年同期比30.3％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、正課体育指導の契約件数が前事業年度末における749件から当
第１四半期末は759件に増加いたしました。一方で、これらの契約件数に内包されるＹＹプロジェクトの
契約件数につきましては、前事業年度末における116件から変動がございませんが、これは、前事業年度
内に一定の増加達成を遂げられたことによる反動に起因するものであります。 
また、景気低迷による消費の冷え込みから、課外体育指導におけるクラブ会員数の現状維持を危ぶみま

したが、その影響は限定的で、退会数をおさえ継続率を高めたことで、一定の収入源を確保することがで
きました。 
これらの結果、売上高は931百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益は96百万円（前年同期比8.7％

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、コンサルティング契約件数が前事業年度末における179件
から当第１四半期末は174件に減少しましたが、これは、当社グループが従来から採る基本方針に基づ
き、さらなる内容面での充実を遂げているトータルサポートＣＯＳＭＯ21への転換を積極的に推進した結
果であります。 
また、これらの契約件数に内包されるＹＹトータルサポートの契約件数が、前事業年度末における118

件から当第１四半期末は128件に増加いたしました。これは、園から寄せられる多様なニーズに応えるべ
く、当事業年度より、体育指導業務を伴わない単独のコンサルティング契約の締結を新たに取り入れたこ
とによるものであります。 
これらの結果、売上高は66百万円（前年同期比7.4％増）、営業利益は10百万円（前年同期比10.5％

減）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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①幼児体育指導関連事業 

  

 
  

(参考)契約件数、会場数及び会員数の動向

20年３月期 21年３月期 21年３月期 22年３月期

増減率(％)

第1四半期 第1四半期

(20年３月末日) (20年６月末日) (21年３月末日) (21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 724 733 749 759 3.5 1.3

(うち、YYプロジェクト) (86) (101) (116) (116) 14.9 0.0

正課体育指導会場数 (注)２．

会場数 730 742 758 764 3.0 0.8

幼稚園 546 548 550 552 0.7 0.4

保育園 158 172 183 185 7.6 1.1

その他(注)３． 26 22 25 27 22.7 8.0

課外体育指導

課外体育指導会場数 (注)２．

会場数 731 744 749 750 0.8 0.1

幼稚園 608 608 610 610 0.3 0.0

保育園 98 105 108 113 7.6 4.6

その他 (注)３． 25 31 31 27 △12.9 △12.9

課外体育指導会員数 39,314 38,746 39,842 39,015 0.7 △2.1

(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22年３月期(21年６月末日)の平成21年３月期(20年６月末日)に対する増減率です。

5. 平成22年３月期(21年６月末日)の平成21年３月期(21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 21年３月期 21年３月期 22年３月期

増減率(％)

第１四半期 第１四半期

(20年３月末日) (20年６月末日) (21年３月末日) (21年６月末日) (注)３． (注)４．

コンサルティング契約件数 150 162 179 174 7.4 -2.8

(うち、YYプロジェクト) (88) (103) (118) (128) 24.3 8.5

(内訳１)

幼稚園 87 95 102 93 △2.1 △8.8

保育園 60 65 73 78 20.0 6.8

その他 3 2 4 3 50.0 -25.0

ト ー タ ル サ ポ ー ト COSMO21
(注)１．

115 136 151 156 14.7 3.3

サポート日経 (注)２． 35 26 28 18 △30.8 △35.7

(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22年３月期(21年６月末日)の平成21年３月期(20年６月末日)に対する増減率です。

4. 平成22年３月期(21年６月末日)の平成21年3月期(21年３月末日)に対する増減率です。
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（資産） 

 当第1四半期会計期間末における資産は4,084百万円と前連結会計年度末に対し138百万円の増加となり
ました。これは、主に投資有価証券51百万円の減少があったものの、現金及び預金156百万円の増加及び
繰延税金資産18百万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1,591百万円と前連結会計年度末に対し133百万円の増加と
なりました。これは、主に未払金61百万円の減少があったものの、前受金75百万円、賞与引当金68百万円
及び未払法人税等23百万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2,493百万円と前連結会計年度末に対して4百万円の増加
となりました。主な要因は、利益剰余金6百万円の増加及びその他有価証券評価差額金1百万円の減少によ
るものです。 
  
  
  
  

  

北海道札幌市に社会福祉法人大和まほろば福祉会を設立することが平成21年7月30日に札幌市によって
認可されたため、当社は当該社会福祉法人に対する設立資金として150百万円の寄付金支払を平成21年8月
4日付取締役会で決定致しました。当初計画していた社会福祉法人設立に係る寄付金は105百万円でありま
したが、150百万円を寄付金として計上することとなったため、平成22年３月期の業績予想については、
平成21年５月８日に公表いたしました業績予想に対し、特別損失が45百万円増加し、当期純利益が124百
万円（対前回業績予想比33.4％減）となる見込みです。 
 なお、平成21年5月8日の平成21年3月期決算短信で公表いたしました通期業績予想との差異は、次のと
おりであります。 

  

平成22年３月期 業績予想数値の修正 (平成21年４月１日～平成22年３月31日) 

 
  
  

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

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

前回発表予想（A） 4,417 533 542 187   143 66

今回修正予想（B） 4,395 491 500 124 95   64

増減額（B-A) △ 22 △41 △42 △ 62 －

増減率（％） △ 0.5 △7.8 △7.8 △ 33.4 －

（参考）前期実績
4,231 559 567 159  121 77

（平成21年３月期）
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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) 

該当事項はありません。 

  
  

(税金費用の計算方法の変更) 
従来、税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金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り実効税率を乗じて計算
しておりましたが、当第1四半期会計期間より、原則として年度の決算と同様の方法により計算してお
ります。 
この変更は、経営環境の著しい変化により、見積実効税率を合理的に算定することが出来ず、四半期

連結会計期間に生じた経済実態を税金費用の計算に反映させた方が投資判断に有用な情報になると考
え、四半期連結会計期間の課税所得に対応する税金費用をより正確に反映させるために行ったものであ
ります。 
なお、この変更による影響額につきましては、見積実効税率の合理的な算定が困難であり、従来の方

法によった場合の金額の算定が不可能であるため、記載を省略しております。 
  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,471,398 2,315,261

売掛金 114,396 99,685

有価証券 21,802 21,826

商品 6,590 7,198

貯蔵品 7,414 4,375

繰延税金資産 93,430 64,991

その他 34,716 29,779

貸倒引当金 △4,787 △7,208

流動資産合計 2,744,962 2,535,911

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 111,849 113,393

工具、器具及び備品（純額） 29,514 31,906

土地 258,144 258,144

有形固定資産合計 399,509 403,444

無形固定資産 49,730 55,599

投資その他の資産   

投資有価証券 100,144 151,358

保険積立金 349,270 348,730

繰延税金資産 258,082 267,874

投資不動産（純額） 147,712 147,772

その他 34,935 35,306

投資その他の資産合計 890,145 951,042

固定資産合計 1,339,385 1,410,087

資産合計 4,084,348 3,945,998
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 56,161 61,738

未払金 48,176 109,681

未払費用 41,099 －

未払法人税等 77,911 54,890

前受金 282,014 206,799

賞与引当金 190,250 122,100

その他 69,867 96,884

流動負債合計 765,480 652,095

固定負債   

退職給付引当金 606,990 588,936

役員退職慰労引当金 218,157 216,088

その他 484 549

固定負債合計 825,631 805,573

負債合計 1,591,111 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 1,843,939 1,837,897

株主資本合計 2,508,777 2,502,734

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,540 △14,404

評価・換算差額等合計 △15,540 △14,404

純資産合計 2,493,236 2,488,329

負債純資産合計 4,084,348 3,945,998
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 988,997 997,954

売上原価 639,841 673,635

売上総利益 349,156 324,319

販売費及び一般管理費 230,101 215,915

営業利益 119,055 108,404

営業外収益   

受取利息 6 166

受取賃貸料 1,208 1,075

保険解約返戻金 1,421 399

その他 1,090 887

営業外収益合計 3,725 2,528

営業外費用   

不動産賃貸原価 242 321

その他 448 408

営業外費用合計 690 729

経常利益 122,090 110,203

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 51

特別利益合計 － 51

特別損失   

役員退職慰労金 5,133 －

固定資産除却損 － 10,509

投資有価証券売却損 － 595

特別損失合計 5,133 11,104

税金等調整前四半期純利益 116,956 99,150

法人税、住民税及び事業税 59,545 77,025

法人税等調整額 9 △17,873

法人税等合計 59,554 59,151

四半期純利益 57,402 39,998
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 99,150

減価償却費 8,113 7,243

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,886 18,054

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 223 2,069

賞与引当金の増減額（△は減少） 56,768 68,150

貸倒引当金の増減額（△は減少） 78 △2,421

受取利息及び受取配当金 △6 △166

固定資産除却損 － 10,509

投資有価証券売却損益（△は益） － 595

売上債権の増減額（△は増加） △1,529 △14,711

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,171 △2,430

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,262 △4,894

仕入債務の増減額（△は減少） △47,333 △5,576

前受金の増減額（△は減少） 80,269 75,214

その他の流動負債の増減額（△は減少） △11,324 △53,393

小計 207,667 197,392

利息及び配当金の受取額 6 107

法人税等の支払額 △141,021 △50,759

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,652 146,740

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 △12,684

有形固定資産の取得による支出 △1,895 △1,382

無形固定資産の取得による支出 － △6,506

投資有価証券の取得による支出 － △26,263

投資有価証券の売却及び償還による収入 10,938 74,973

その他 △10,806 △234

投資活動によるキャッシュ・フロー 101,068 27,902

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △24,707 △31,231

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,707 △31,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143,013 143,412

現金及び現金同等物の期首残高 1,142,143 2,020,587

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,285,157 2,163,999
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

 
(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 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

 
(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 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

 当社は、平成21年7月30日に札幌市の認可を受け、北海道札幌市に社会福祉法人「大和まほろば福祉
会」を設立することとなりました。当該社会福祉法人は、認可保育所運営のための法人であります。  
 当社は、平成21年8月4日の取締役会において、当該社会福祉法人の設立資金として150百万円を寄付す
る決議を行い、当該社会福祉法人の設立登記が完了次第、社会福祉法人の支出計画に基づいて随時拠出す
る方針です。  
 寄附金150百万円の支払は、特別損失として計上致します。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

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

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

931,039 66,915 997,954 － 997,954

(2)セグメント間の 
内部売上高 
又は振替高

25,009 1,942 26,952 （26,952） －

計 956,048 68,858 1,024,907 （26,952） 997,954

営業利益 96,658 10,365 107,023 1,380 108,404

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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