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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 3,522 12.4 515 29.7 520 27.4 312 97.2
22年3月期第3四半期 3,133 1.1 397 △2.8 408 △1.2 158 101.6

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

23年3月期第3四半期 239.50 232.05
22年3月期第3四半期 121.43 118.75

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

23年3月期第3四半期 4,722 2,887 61.1 2,207.78
22年3月期 4,289 2,615 61.0 2,002.65

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,887百万円 22年3月期  2,615百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 26.00 26.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
26.00 26.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 4,680 8.4 637 15.0 643 13.3 356 143.9 272.89



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）６ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．７「その他」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 1,308,000株 22年3月期  1,306,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  73株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 1,306,008株 22年3月期3Q 1,306,000株
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当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、当社の基幹事業である正課体育指導、

ＹＹプロジェクトに係る契約件数が着実に増加し、課外体育指導に参加する会員数も順調に増加した結

果、3,522百万円（前年同四半期比12.4％増）となりました。 

損益につきましては、売上の増加に加えて業務効率の改善を通じて費用を削減した結果、営業利益は

515百万円（前年同四半期比29.7％増）、経常利益は520百万円（前年同四半期比27.4％増）となりまし

た。また保険解約返戻金63百万円を特別利益として計上するなどした結果、四半期純利益は312百万円

（前年同四半期比97.2％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ついては、一般的な正課体育指導に加えてＹＹプロジェクトを導入する幼稚

園、保育園が着実に増加し、スポーツクラブを主とする課外体育指導の分野においても、契約園の増加

に加え、子供の教育費を支援する政策効果が課外体育指導に参加する会員数の増加に結び付き、当第３

四半期連結会計期間末の正課体育指導の実施会場数は826園（前連結会計年度末は784園）に、課外体育

指導の実施会場数及び会員数は、792ヶ所44,485名（前連結会計年度末は760ヶ所40,824名）に増加しま

した。その結果、幼児体育指導関連事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は3,258百万円、

セグメント利益は466百万円となりました。 

  

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は、トータルサポート契約を中心に契約件数が順調に増加したため、当第

３四半期連結会計期間末のコンサルティング契約件数は250件（前連結会計年度末は212件）となりまし

た。その結果、コンサルティング関連事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は264百万円、

セグメント利益は44百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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(注) １. 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。 

２．平成23年３月期第３四半期(22年12月末日)の平成22年３月期第３四半期(21年12月末日)に対する増減率です。 

３．平成23年３月期第３四半期(22年12月末日)の平成22年３月期(22年３月末日)に対する増減率です。 

  

（参考）ＹＹプロジェクト導入園数、体育指導実施会場数及び会員数の動向

１．幼児体育指導関連事業

22年３月期 22年３月期 23年３月期 23年３月期

増減率(％)

第３四半期 第２四半期 第３四半期

(21年12月末日) (22年３月末日) (22年９月末日) (22年12月末日) (注)２ (注)３

正課体育指導

実施会場数 777 784 823 826 6.3 5.4

(うち、ＹＹプロジェクト) (133) (142) (171) (172) 29.3 21.1

幼稚園 555 556 567 567 2.2 2.0

保育園 195 199 230 232 19.0 16.6

その他 (注)１ 27 29 26 27 0.0 △6.9

課外体育指導

実施会場数 758 760 787 792 4.5 4.2

幼稚園 616 617 626 627 1.8 1.6

保育園 115 116 131 134 16.5 15.5

その他 (注)１ 27 27 30 31 14.8 14.8

会員数 40,710 40,824 43,359 44,485 9.3 9.0

ＹＹ塾

実施会場数 1 1 3 3 200.0 200.0

会員数 19 27 95 106 457.9 292.6
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(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23年３月期第３四半期(22年12月末日)の平成22年３月期第３四半期(21年12月末日)に対する増減率です。 

４. 平成23年３月期第３四半期(22年12月末日)の平成22年３月期(22年３月末日)に対する増減率です。 

２．コンサルティング関連事業

22年３月期 22年３月期 23年３月期 23年３月期

増減率(％)

第３四半期 第２四半期 第３四半期

(21年12月末日) (22年３月末日) (22年９月末日) (22年12月末日) (注)３ (注)４

コンサルティング契約件数 201 212 248 250 24.4 17.9

（うち、ＹＹプロジェクト） (150) (161) (197) (198) 32.0 23.0

(内訳１)

幼稚園 100 102 118 119 19.0 16.7

保育園 95 103 121 122 28.4 18.4

その他 6 7 9 9 50.0 28.6

(内訳２)

ト ー タ ル サ ポ ー ト COSMO21

(注)１
182 193 227 229 25.8 18.7

サポート日経 (注)２ 19 19 21 21 10.5 10.5
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①資産・負債及び純資産の状況 

 (資産) 

当第３四半期連結会計期間末における資産は4,722百万円と前連結会計年度末に対し432百万円の増加

となりました。これは、主に保険積立金48百万円、繰延税金資産22百万円の減少があったものの、現金

及び預金461百万円及び売掛金46百万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1,834百万円と前連結会計年度末に対し160百万円の増加

となりました。これは、主に前受金129百万円、賞与引当金65百万円の減少及び長期借入金(1年内返済

予定含む)300百万円の増加によるものであります。長期借入金を導入した理由は、資金の多様化を図

り、現預金比率を高め、財務の安全性を確保するためであります。 

 (純資産) 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は2,887百万円と前連結会計年度末に対し272百万円の増

加となりました。主な要因は、利益剰余金278百万円の増加及びその他有価証券評価差額金９百万円の

減少によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第３四半期

連結会計期間末より844百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には2,827百万円(前年同四半期比

42.6％増)となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

(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150百万円(前年同四半期は88百万円の収入)となりました。収入の

主な内訳は、税金等調整前四半期純利益578百万円、退職給付引当金の増加53百万円、その他流動負債

の増加94百万円であり、支出の主な内訳は、賞与引当金の減少65百万円、保険解約返戻金63百万円、売

上債権の増加46百万円、前受金の減少129百万円及び法人税等の支払額290百万円であります。 

(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165百万円(前年同四半期は92百万円の支出)となりました。収入の

主な内訳は、定期預金の減少124百万円及び保険積立金の払戻による収入128百万円であり、支出の主な

内訳は、有形固定資産の取得による支出46百万円及び無形固定資産の取得による支出21百万円によるも

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、得られた資金は269百万円(前年同四半期は33百万円の支出)となりました。これは

主として長期借入金(1年内返済予定含む)300百万円の借入による増加及び配当金の支払額33百万円によ

るものであります。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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当社グループは、平成22年４月30日に公表しました業績予想を、平成22年10月28日付けをもちまして

修正しております。詳しくは、同日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。な

お、業績予想につきましては、当社が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り大きく異なる可能性があります。 

  

 
  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成23年３月期の連結業績予想 (平成22年４月１日～平成23年３月31日)

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 4,680 637 643 356 272  89

（参考）前期実績
4,318 554 568 146 111  89

（平成22年３月期）
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  1.会計処理の原則・手続の変更 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年

３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年
3月31日)を適用しております。 
これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ1,099千円減少し、税金等調整前四半期純利益が3,644千

円減少しております。 
  
② 支払補償費の計上区分の変更 
従来、支払補償費は営業外費用に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、販売費及び

一般管理費として処理する方法に変更いたしました。 
この変更は、事業の拡大に伴い、支払補償費が経常的に、かつ、通常の幼児体育指導に直接関連して

発生するものとして考えられるようになったことから実施したものであります。 
この変更により従来の方法に比較して、営業利益が1,500千円減少しましたが、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

  2.表示方法の変更 

 (四半期連結損益計算書関係) 
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第３四半期連結
累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  
 (四半期連結損益計算書関係) 

前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めておりました「受取手数料」
は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとし
ております。なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取手数料」は
1,674千円であります。 

  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

    該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,158,538 2,697,496

売掛金 152,120 105,315

商品 10,283 7,828

貯蔵品 5,923 4,271

繰延税金資産 43,376 79,909

その他 24,978 40,149

貸倒引当金 △5,020 △4,765

流動資産合計 3,390,199 2,930,205

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 124,108 113,352

工具、器具及び備品（純額） 35,698 22,750

土地 258,144 258,144

有形固定資産合計 417,951 394,247

無形固定資産 47,238 46,549

投資その他の資産

投資有価証券 60,703 80,936

保険積立金 315,609 363,708

繰延税金資産 294,746 280,807

投資不動産（純額） 147,423 147,560

その他 48,473 45,961

投資その他の資産合計 866,956 918,974

固定資産合計 1,332,146 1,359,771

資産合計 4,722,346 4,289,976

負債の部

流動負債

買掛金 96,429 120,179

未払金 92,275 65,690

未払費用 29,343 42,969

1年内返済予定の長期借入金 72,000 －

未払法人税等 103,806 165,655

前受金 84,116 213,892

賞与引当金 73,550 139,000

その他 124,444 52,859

流動負債合計 675,966 800,247
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

固定負債

長期借入金 228,000 －

退職給付引当金 705,690 652,309

役員退職慰労引当金 224,941 221,549

その他 126 416

固定負債合計 1,158,758 874,274

負債合計 1,834,724 1,674,521

純資産の部

株主資本

資本金 407,860 406,460

資本剰余金 259,777 258,377

利益剰余金 2,228,902 1,950,073

自己株式 △130 －

株主資本合計 2,896,409 2,614,910

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8,787 543

評価・換算差額等合計 △8,787 543

純資産合計 2,887,621 2,615,454

負債純資産合計 4,722,346 4,289,976
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 3,133,513 3,522,821

売上原価 2,151,621 2,378,331

売上総利益 981,892 1,144,489

販売費及び一般管理費 584,737 629,311

営業利益 397,154 515,178

営業外収益

受取利息 1,010 653

受取賃貸料 3,188 2,366

保険解約返戻金 5,775 －

受取手数料 － 2,478

その他 3,690 359

営業外収益合計 13,666 5,858

営業外費用

不動産賃貸原価 602 278

その他 1,776 396

営業外費用合計 2,378 674

経常利益 408,442 520,362

特別利益

投資有価証券売却益 － 86

保険解約返戻金 － 63,704

貸倒引当金戻入額 1 －

特別利益合計 1 63,791

特別損失

固定資産除却損 10,509 3,332

投資有価証券売却損 674 152

寄附金 50,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,545

特別損失合計 61,183 6,029

税金等調整前四半期純利益 347,260 578,123

法人税、住民税及び事業税 170,152 236,393

法人税等調整額 18,521 28,945

法人税等合計 188,673 265,339

少数株主損益調整前四半期純利益 － 312,784

四半期純利益 158,586 312,784
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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21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 1,067,233 1,193,864

売上原価 703,709 814,284

売上総利益 363,523 379,580

販売費及び一般管理費 186,990 198,504

営業利益 176,532 181,075

営業外収益

受取利息 391 60

受取賃貸料 1,014 622

保険解約返戻金 280 －

受取手数料 － 1,056

その他 2,140 105

営業外収益合計 3,827 1,844

営業外費用

不動産賃貸原価 253 45

その他 342 91

営業外費用合計 595 136

経常利益 179,764 182,782

特別利益

貸倒引当金戻入額 △240 －

特別利益合計 △240 －

特別損失

固定資産除却損 － 3,332

投資有価証券売却損 88 152

特別損失合計 88 3,484

税金等調整前四半期純利益 179,435 179,298

法人税、住民税及び事業税 62,171 41,222

法人税等調整額 22,667 39,868

法人税等合計 84,839 81,090

少数株主損益調整前四半期純利益 － 98,207

四半期純利益 94,596 98,207
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 347,260 578,123

減価償却費 21,664 23,150

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,821 53,381

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,330 3,392

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,600 △65,450

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,370 255

受取利息及び受取配当金 △1,010 △653

固定資産除却損 10,509 3,332

投資有価証券売却損益（△は益） 674 65

保険解約返戻損益(△は益) － △63,704

売上債権の増減額（△は増加） △17,353 △46,805

商品の増減額(△は増加) 1,805 △2,454

貯蔵品の増減額（△は増加） △488 △1,652

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7,017 15,493

仕入債務の増減額（△は減少） △8,169 △23,749

前受金の増減額（△は減少） △115,971 △129,775

その他の流動負債の増減額（△は減少） △8,927 94,017

その他 － 3,948

小計 238,190 440,915

利息及び配当金の受取額 887 832

利息の支払額 － △453

法人税等の支払額 △150,097 △290,559

営業活動によるキャッシュ・フロー 88,981 150,734

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） △138,387 124,611

有形固定資産の取得による支出 △6,322 △46,705

無形固定資産の取得による支出 △9,852 △21,519

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 103,097 4,484

保険積立金の払戻による収入 － 128,391

その他 △14,915 △23,384

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,644 165,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 300,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 2,800

自己株式の取得による支出 － △130

配当金の支払額 △33,956 △33,627

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,956 269,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △37,618 585,652

現金及び現金同等物の期首残高 2,020,587 2,241,616

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,982,968 2,827,269
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 当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 
    該当事項はありません。 

【事業の種類別セグメント情報】 
前第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 

  
【セグメント情報】 
 (追加情報) 
第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 
1. 報告セグメントの概要 
当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな
っているものであります。 
当社グループは幼児体育指導関連事業・コンサルティング関連事業を行っており、幼児体育指導は事

業部が、コンサルティング関連事業は子会社日本経営教育研究所が、それぞれ担当しております。 
したがって、当社グループの構成単位は事業部を基礎とした事業別のセグメントから構成されてお

り、「幼児体育指導関連事業」、「コンサルティング関連事業」の２つを報告セグメントとしておりま
す。 
2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

(単位：千円)

 
(注)１セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去3,594千円が含まれております。 

(注)２セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22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

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

外部顧客に対する売上高 2,913,984 219,529 3,133,513 － 3,133,513

セグメント間の内部売上 
高又は振替額 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

 幼児体育指導関
連事業

コンサルティン
グ関連事業

合計 調整額(注)１ 四半期連結損益計
算書計上額
(注)２

売上高   

外部顧客への売上高 3,258,813 264,008 3,522,821 － 3,522,821

セグメント間の内部売上
高または振替額

14,928 44,988 59,917 (59,917) －

計 3,273,742 308,997 3,582,739 (59,917) 3,522,821

セグメント利益 466,808 44,775 511,584 3,594 515,178

(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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