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

22年3月期第3四半期 3,133 1.1 397 △2.8 408 △1.2 158 101.6
21年3月期第3四半期 3,099 ― 408 ― 413 ― 78 ―

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3四半期 121.43 118.75
21年3月期第3四半期 60.24 ―

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3四半期 3,954 2,606 65.9 1,995.50
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3四半期  2,606百万円 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 1,306,000株 21年3月期第3四半期 1,306,000株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部景気の悪化に底打ちの兆しが見られるとの観測
があるものの、依然世界的な金融・経済危機による景気の停滞、急激な為替変動が企業収益に影響を及ぼ
すとともに、所得・雇用に対する先行き不安も解消されるに至らず、厳しい状況が続いております。ま
た、新型インフルエンザの流行は、年末にかけてやや収束する気配を見せたものの、冬本番を迎えるにあ
たって、消費者の人的サービスに対する警戒心は依然根強いものがあります。 
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、引き続き子育てに関する
議論が活発であることから、その成長可能性が後押しされており、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３四半期連結累計期間の売上高は3,133百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益は

397百万円（前年同期比2.8％減）、経常利益は408百万円（前年同期比1.2％減）となりました。また、有
価証券による資金運用残高を圧縮した結果、投資有価証券売却損及び評価損が前第３四半期会計期間と比
べて大幅に減少したため、四半期純利益は158百万円（前年同期比101.6％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、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３四半期末は772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３四半期末は133件に増加いたしました。当社グループで
は、現在、ＹＹプロジェクトを事業展開の核に据えその普及に努めておりますが、この第３四半期会計期
間におきましては、ＹＹプロジェクトの新規契約を新たに８件増加させられたことが、全体の契約件数の
押し上げに大きく貢献したものと評価しております。 
また、課外体育指導における各クラブへの入会促進に努めた結果、四半期ベースでの在籍会員数が、こ

の第３四半期会計期間において約１千名近く増加し、40,710名となりました。例年、秋口から順次開催さ
れる各園での運動会は、そこに通う園児たちが新たにクラブへ入会することに一役買っておりますが、当
事業年度におきましても、その機会を逃すことなく獲得できたことが大きな要因といえます。一方で、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
れる状況が散見されましたが、現在のところ当社グループの経営成績に対して大きな影響を及ぼしており
ません。 
これらの結果、売上高は2,913百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は359百万円（前年同期比2.1％

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、コンサルティング契約件数が前事業年度末における179件
から当第３四半期末は201件に増加し、とりわけ、当第３四半期会計期間におきましては15件もの新たな
契約を増加させられたことが、売上の大幅な増加に貢献したものと評価しております。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ことに起因しております。 
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３四半期末は150件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
契約件数が順調に推移しておりますのと同様に、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
ニーズに応えられるよう取り組んだことは、コンサルティング関連事業が、幼児体育指導関連事業に見ら
れる実績以上に大きな成果をもたらすことに大きく寄与しております。 
これらの結果、売上高は219百万円（前年同期比11.2％増）、営業利益は33百万円（前年同期比7.7％

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

21年３月期 21年３月期 22年３月期 22年３月期

増減率(％)

第３四半期 第２四半期 第３四半期

(20年12月末日) (21年３月末日) (21年９月末日) (21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 743 749 763 772 3.9 3.1

(うち、YYプロジェクト) (110) (116) (125) (133) 20.9 14.7

正課体育指導会場数 (注)２．

会場数 752 758 768 777 3.3 2.5

幼稚園 549 550 553 555 1.1 0.9

保育園 178 183 188 195 9.6 6.6

その他(注)３． 25 25 27 27 8.0 8.0

課外体育指導

課外体育指導会場数 (注)２．

会場数 748 749 751 756 1.1 0.9

幼稚園 610 610 611 614 0.7 0.7

保育園 107 108 113 115 7.5 6.5

その他 (注)３． 31 31 27 27 △12.9 △12.9

課外体育指導会員数 39,971 39,842 39,804 40,710 1.8 2.2

YY塾指導会場数 － － － 1 － －

YY塾指導会員数 － － － 19 － －

(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及びYY塾指導会場数は、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12月末日)の平成21年３月期(20年12月末日)に対する増減率です。

5. 平成22年３月期(21年12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３四半期 第２四半期 第３四半期

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

コンサルティング契約件数 172 179 186 201 16.9 12.3

(うち、YYプロジェクト) (112) (118) (140) (150) 33.9 27.1

(内訳１)

幼稚園 97 102 95 100 3.1 △2.0

保育園 71 73 86 95 33.8 30.1

その他 4 4 5 6 50.0 50.0

(内訳２)

ト ー タ ル サ ポ ー ト COSMO21

(注)１．
145 151 168 182 25.5 20.5

サポート日経 (注)２． 27 28 18 19 △29.6 △32.1

(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12月末日)の平成21年３月期(20年12月末日)に対する増減率です。

4. 平成22年３月期(21年12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３四半期連結会計期間末における資産は3,954百万円と前連結会計年度末に対し８百万円の増加と
なりました。これは、主に投資有価証券67百万円及び繰延税金資産13百万円の減少があったものの、現金
及び預金100百万円、保険積立金14百万円の増加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1,348百万円と前連結会計年度末に対し109百万円の減少と
なりました。これは、主に賞与引当金52百万円及び未払金20百万円の減少があったものの、退職給付引当
金51百万円、未払法人税等25百万円の増加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2,606百万円と前連結会計年度末に対して117百万円の増
加となりました。主な要因は、利益剰余金124百万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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,416,071 2,315,261

売掛金 117,039 99,685

有価証券 － 21,826

商品 5,393 7,198

貯蔵品 4,864 4,375

繰延税金資産 43,426 64,991

その他 22,885 29,779

貸倒引当金 △4,838 △7,208

流動資産合計 2,604,840 2,535,911

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 108,764 113,393

工具、器具及び備品（純額） 26,304 31,906

土地 258,144 258,144

有形固定資産合計 393,214 403,444

無形固定資産 50,213 55,599

投資その他の資産   

投資有価証券 84,137 151,358

保険積立金 363,473 348,730

繰延税金資産 275,576 267,874

投資不動産（純額） 147,592 147,772

その他 35,142 35,306

投資その他の資産合計 905,922 951,042

固定資産合計 1,349,350 1,410,087

資産合計 3,954,191 3,945,998
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 53,568 61,738

未払金 88,753 109,681

未払費用 24,167 －

未払法人税等 79,986 54,890

前受金 90,828 206,799

賞与引当金 69,500 122,100

その他 79,676 96,884

流動負債合計 486,482 652,095

固定負債   

退職給付引当金 640,757 588,936

役員退職慰労引当金 220,418 216,088

その他 416 549

固定負債合計 861,591 805,573

負債合計 1,348,073 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 1,962,527 1,837,897

株主資本合計 2,627,364 2,502,734

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,247 △14,404

評価・換算差額等合計 △21,247 △14,404

純資産合計 2,606,117 2,488,329

負債純資産合計 3,954,191 3,945,998
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,099,727 3,133,513

売上原価 2,092,622 2,151,621

売上総利益 1,007,105 981,892

販売費及び一般管理費 598,637 584,737

営業利益 408,467 397,154

営業外収益   

受取利息 2,042 1,010

受取賃貸料 3,484 3,188

保険解約返戻金 1,421 5,775

受取配当金 903 －

その他 2,163 3,690

営業外収益合計 10,014 13,666

営業外費用   

不動産賃貸原価 453 602

保険解約損 1,737 －

その他 3,042 1,776

営業外費用合計 5,232 2,378

経常利益 413,249 408,442

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,155 1

特別利益合計 1,155 1

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 79,177 －

投資有価証券売却損 181,068 674

その他 9 －

特別損失合計 265,388 61,183

税金等調整前四半期純利益 149,016 347,260

法人税、住民税及び事業税 － 170,152

法人税等調整額 － 18,521

法人税等合計 70,348 188,673

四半期純利益 78,667 158,586
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,058,658 1,067,233

売上原価 678,167 703,709

売上総利益 380,490 363,523

販売費及び一般管理費 191,415 186,990

営業利益 189,074 176,532

営業外収益   

受取利息 683 391

受取賃貸料 1,148 1,014

保険解約返戻金 － 280

受取配当金 0 －

その他 617 2,140

営業外収益合計 2,449 3,827

営業外費用   

不動産賃貸原価 104 253

その他 763 342

営業外費用合計 868 595

経常利益 190,655 179,764

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － △240

特別利益合計 － △240

特別損失   

投資有価証券評価損 47,800 －

投資有価証券売却損 181,068 88

特別損失合計 228,869 88

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△38,213 179,435

法人税、住民税及び事業税 － 62,171

法人税等調整額 － 22,667

法人税等合計 △25,436 84,839

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,776 94,596
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 149,016 347,260

減価償却費 27,229 21,664

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,493 51,821

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,728 4,330

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,850 △52,600

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,155 △2,370

受取利息及び受取配当金 △2,945 △1,010

固定資産除却損 9 10,509

投資有価証券売却損益（△は益） 181,068 674

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 △17,353

商品の増減額（△は増加） － 1,805

貯蔵品の増減額（△は増加） － △488

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 7,017

仕入債務の増減額（△は減少） △32,837 △8,169

前受金の増減額（△は減少） △118,350 △115,971

その他の流動負債の増減額（△は減少） 41,899 △8,927

小計 315,506 238,190

利息及び配当金の受取額 2,544 887

法人税等の支払額 △277,002 △150,097

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,047 88,981

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） 77,178 △138,387

有形固定資産の取得による支出 △15,976 △6,322

無形固定資産の取得による支出 △5,000 △9,852

投資有価証券の取得による支出 △16,636 △26,263

投資有価証券の売却及び償還による収入 487,713 103,097

その他 △19,965 △14,915

投資活動によるキャッシュ・フロー 507,315 △92,644

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） 514,407 △37,618

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 1,656,550 1,982,968
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

前第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） 
  

 
(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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

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

【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

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

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

2,913,984 219,529 3,133,513 － 3,133,513

(2)セグメント間の 
内部売上高 
又は振替高

82,825 5,840 88,665 （88,665） －

計 2,996,809 225,369 3,222,179 （88,665） 3,133,513

営業利益 359,943 33,176 393,119 4,035 397,154

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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