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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,066 1.2 220 0.7 228 2.8 63 △30.0
21年3月期第2四半期 2,041 ― 219 ― 222 ― 91 ―

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2四半期 49.00 47.92
21年3月期第2四半期 70.02 ―

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2四半期 4,028 2,512 62.4 1,923.51
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2四半期  2,512百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 26.00 26.00
22年3月期 ― 0.00
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 4,395 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、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、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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 1,306,000株 21年3月期第2四半期 1,306,000株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨秋以来の金融市場の混乱が一応の落ち着きを見せ
始めたものの、依然、所得・雇用に対する先行き不安が根強く、個人消費の回復にも至らないまま景気は
低調に推移しました。また、新型インフルエンザの流行は、いよいよわが国の社会に深刻な影響を与え始
めており、人的サービスに対する消費者の警戒心は、ますます強まる傾向にあります。 
このような厳しい環境のもと、当社グループは引き続き、経営理念の柱である「お客さま第一主義」を

強く唱え、正課体育指導業務におきましては新規契約園の開拓に、課外体育指導業務におきましてはコス
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促進に努めてまいりました。ま
た、当社グループが位置づけられます乳幼児に対するサービス関連事業におきましては、新政権による公
約実現への期待感が、その成長可能性を後押ししており、各社の今後の動向に対しましても、社会の高い
関心が寄せられております。 
一方で、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

様々な問題がますます深刻さを極めており、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要求及び期待はますます高まり
を見せております。当社グループといたしましては、このような多様化するニーズに応え、顧客満足度を
高めるためには、経営資源である人材の育成充実が欠かせないものと考えており、今後もその実現に注力
してまいる所存であります。 
これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,066百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益は

220百万円（前年同期比0.7％増）、経常利益は228百万円（前年同期比2.8％増）となりました。 
一方、当第２四半期連結累計期間におきましては、平成21年７月27日に「私立保育園設立のための寄附

金拠出に関する取締役会決議のお知らせ」において公表させていただきましたとおり寄附金を拠出し、一
部の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63百万円（前年同期比30.0％
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、正課体育指導の契約件数が前事業年度末における749件から当
第２四半期末は763件に増加いたしました。また、これらの契約件数に内包されるＹＹプロジェクトの契
約件数は、前事業年度末における116件から当第２四半期末は125件に増加いたしました。当社グループに
おきましては、ＹＹプロジェクトを今後の事業展開の核に据え、その普及に努めておりますが、とりわけ
７月期から９月期までの第２四半期会計期間において、このＹＹプロジェクトの新規契約を増加させられ
たことが、全体の契約件数を押し上げることにつながったものと評価しております。 
一方で、景気低迷による消費の冷え込みから、引き続き、課外体育指導におけるクラブ会員数の現状維

持が危ぶまれましたが、その影響は限定的で、全体の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。また、新型インフルエンザの蔓延による休園措置により、一部の地域に
おいてクラブ活動の振替措置を余儀なくされましたが、現在のところ、当社グループの経営成績に対する
影響は現れておりません。 
これらの結果、売上高は1,972百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益は191百万円（前年同期比0.5％

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２四半期末は186件に増加いたしました。これは、正課体育指導契約との包括受注形式がより浸
透し、これに伴い、コンサルティング契約件数が正課体育指導の契約件数の増加に牽引されたためであり
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２四半期末は140件に大幅に増加いたしました。これは、コンサルティング関連事業における
全体の契約件数が増加した傾向に見られますとおり、正課体育指導、とりわけＹＹプロジェクトの契約件
数が増加したことにコンサルティング契約件数が牽引された結果であります。また、当事業年度からの特
有の契約形態として、体育指導業務を伴わない単独式のコンサルティング契約を導入し、新規契約園の
様々なニーズに応えるよう取り組んだことも契約件数の押し上げに寄与しております。 
これらの結果、売上高は151百万円（前年同期比9.5％増）、営業利益は26百万円（前年同期比4.0％

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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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

21年３月期 21年３月期 22年３月期 22年３月期

増減率(％)

第２四半期 第１四半期 第２四半期

(20年９月末日) (21年３月末日) (21年６月末日) (21年９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 737 749 759 763 3.5 1.9

(うち、YYプロジェクト) (106) (116) (116) (125) 17.9 7.8

正課体育指導会場数 (注)２．

会場数 746 758 764 768 2.9 1.3

幼稚園 548 550 552 553 0.9 0.5

保育園 174 183 185 188 8.0 2.7

その他(注)３． 24 25 27 27 12.5 8.0

課外体育指導

課外体育指導会場数 (注)２．

会場数 744 749 750 751 0.9 0.3

幼稚園 608 610 610 611 0.5 0.2

保育園 105 108 113 113 7.6 4.6

その他 (注)３． 31 31 27 27 △12.9 △12.9

課外体育指導会員数 39,113 39,842 39,015 39,804 1.8 △0.1

(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９月末日)の平成21年３月期(20年９月末日)に対する増減率です。

5. 平成22年３月期(21年９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 

  

 
  

21年３月期 21年３月期 22年３月期 22年３月期

増減率(％)

第２四半期 第１四半期 第２四半期

(20年９月末日) (21年３月末日) (21年６月末日) (21年９月末日) (注)３． (注)４．

コンサルティング契約件数 168 179 174 186 10.7 3.9

(うち、YYプロジェクト) (108) (118) (128) (140) 29.6 18.6

(内訳１)

幼稚園 96 102 93 95 △1.0 △6.9

保育園 69 73 78 86 24.6 17.8

その他 3 4 3 5 66.7 25.0

(内訳２)

ト ー タ ル サ ポ ー ト COSMO21

(注)１．
141 151 156 168 19.1 11.3

サポート日経 (注)２． 27 28 18 18 △33.3 △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９月末日)の平成21年３月期(20年９月末日)に対する増減率です。

4. 平成22年３月期(21年９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２四半期連結会計期間末における資産は4,028百万円と前連結会計年度末に対し82百万円の増加と
なりました。これは、主に投資有価証券62百万円の減少があったものの、現金及び預金144百万円の増加
及び繰延税金資産8百万円、保険積立金7百万円の増加によるものであります。 

  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は1,515百万円と前連結会計年度末に対し58百万円の増加と
なりました。これは、主に未払金68百万円の減少があったものの、前受金40百万円、退職給付引当金37百
万円及び未払法人税等57百万円の増加によるものであります。 

  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は2,512百万円と前連結会計年度末に対して23百万円の増
加となりました。主な要因は、利益剰余金30百万円の増加及びその他有価証券評価差額金6百万円の減少
によるものです。 
  
  

  

平成21年８月４日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 
  
  

  

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、第１四半期連結会計期間より、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。 
  

  

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

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,460,091 2,315,261

売掛金 91,298 99,685

有価証券 21,811 21,826

商品 6,275 7,198

貯蔵品 5,692 4,375

繰延税金資産 71,958 64,991

その他 31,658 29,779

貸倒引当金 △4,595 △7,208

流動資産合計 2,684,190 2,535,911

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 110,306 113,393

工具、器具及び備品（純額） 27,990 31,906

土地 258,144 258,144

有形固定資産合計 396,441 403,444

無形固定資産 49,867 55,599

投資その他の資産   

投資有価証券 89,256 151,358

保険積立金 356,049 348,730

繰延税金資産 269,313 267,874

投資不動産（純額） 147,652 147,772

その他 35,244 35,306

投資その他の資産合計 897,517 951,042

固定資産合計 1,343,826 1,410,087

資産合計 4,028,016 3,945,998
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 47,586 61,738

未払金 41,657 109,681

未払費用 33,765 －

未払法人税等 112,679 54,890

前受金 247,744 206,799

賞与引当金 136,300 122,100

その他 50,210 96,884

流動負債合計 669,944 652,095

固定負債   

退職給付引当金 626,194 588,936

役員退職慰労引当金 219,287 216,088

その他 484 549

固定負債合計 845,965 805,573

負債合計 1,515,910 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 1,867,931 1,837,897

株主資本合計 2,532,768 2,502,734

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,662 △14,404

評価・換算差額等合計 △20,662 △14,404

純資産合計 2,512,106 2,488,329

負債純資産合計 4,028,016 3,945,998
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,041,069 2,066,280

売上原価 1,414,454 1,447,912

売上総利益 626,614 618,368

販売費及び一般管理費 407,435 397,746

営業利益 219,179 220,621

営業外収益   

受取利息 1,358 619

受取賃貸料 2,336 2,174

保険解約返戻金 1,421 5,495

受取配当金 902 －

その他 1,545 1,549

営業外収益合計 7,564 9,838

営業外費用   

不動産賃貸原価 348 349

保険解約損 1,737 －

その他 2,278 1,433

営業外費用合計 4,364 1,782

経常利益 222,379 228,677

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,369 242

その他 － 9

特別利益合計 1,369 251

特別損失   

寄附金 － 50,000

役員退職慰労金 5,133 －

固定資産除却損 － 10,509

投資有価証券評価損 31,376 －

投資有価証券売却損 － 595

その他 9 －

特別損失合計 36,519 61,104

税金等調整前四半期純利益 187,229 167,824

法人税、住民税及び事業税 － 107,981

法人税等調整額 － △4,146

法人税等合計 95,785 103,834

四半期純利益 91,444 63,989
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,052,071 1,068,325

売上原価 774,613 774,276

売上総利益 277,458 294,049

販売費及び一般管理費 177,334 181,831

営業利益 100,123 112,217

営業外収益   

受取利息 1,352 452

受取賃貸料 1,128 1,098

保険解約返戻金 － 5,095

受取配当金 902 －

その他 455 662

営業外収益合計 3,838 7,309

営業外費用   

不動産賃貸原価 106 28

保険解約損 1,737 －

その他 1,830 1,025

営業外費用合計 3,673 1,053

経常利益 100,289 118,473

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,369 191

その他 － 9

特別利益合計 1,369 200

特別損失   

寄附金 － 50,000

投資有価証券評価損 31,376 －

その他 9 －

特別損失合計 31,385 50,000

税金等調整前四半期純利益 70,272 68,674

法人税、住民税及び事業税 － 30,955

法人税等調整額 － 13,726

法人税等合計 36,230 44,682

四半期純利益 34,042 23,991
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 187,229 167,824

減価償却費 17,463 14,444

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,493 37,258

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 816 3,199

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,800 14,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,369 △2,612

受取利息及び受取配当金 △2,261 △619

固定資産除却損 9 10,509

投資有価証券売却損益（△は益） 31,376 586

売上債権の増減額（△は増加） 11,083 8,387

商品の増減額（△は増加） － 922

貯蔵品の増減額（△は増加） － △1,316

たな卸資産の増減額（△は増加） △833 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,022 △1,638

仕入債務の増減額（△は減少） △47,422 △14,151

前受金の増減額（△は減少） 54,400 40,944

その他の流動負債の増減額（△は減少） △303 △84,177

小計 300,460 193,761

利息及び配当金の受取額 1,909 378

法人税等の支払額 △141,123 △46,947

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,247 147,192

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） 94,548 △25,385

有形固定資産の取得による支出 △15,737 △3,822

無形固定資産の取得による支出 △5,000 △8,074

投資有価証券の取得による支出 △5,179 △26,288

投資有価証券の売却及び償還による収入 26,251 77,262

その他 △9,971 △7,525

投資活動によるキャッシュ・フロー 84,910 6,166

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △33,956 △33,956

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,956 △33,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 212,201 119,403

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 1,354,345 2,139,991
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

平成21年７月30日に公表いたしました「社会福祉法人格の取得に関するお知らせ」にございますとお
り、同日、北海道札幌市より設立認可を受けました社会福祉法人大和まほろば福祉会に対しまして、当社
は、設立資金として、150百万円を寄附することといたしました。うち、50百万円を保育園建設のための
土地購入に平成21年９月に拠出いたしました。また、園舎の建築資金として100百万円を平成22年３月末
日を期限、同額を上限とし、同法人からの払込みの要請に基づき、随時、寄附金として支出する予定でお
ります。 

(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

1,906,231 134,838 2,041,069 － 2,041,069

(2)セグメント間の 
内部売上高 
又は振替高

44,702 3,862 48,565 （48,565） －

計 1,950,934 138,700 2,089,634 （48,565） 2,041,069

営業利益 190,702 25,202 215,905 3,274 219,179

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

1,918,295 147,984 2,066,280 － 2,066,280

(2)セグメント間の 
内部売上高 
又は振替高

54,208 3,891 58,099 （58,099） －

計 1,972,504 151,876 2,124,380 （58,099） 2,066,280

営業利益 191,693 26,213 217,907 2,714 220,621

(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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