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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第１四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年６月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第１四半期 2,632 ― △199 ― 1,213 ― 740 ―

2021年３月期第１四半期 2,167 ― △287 ― 816 ― 476 ―
(注)包括利益 2022年３月期第１四半期 740百万円( ―％) 2021年３月期第１四半期 476百万円( ―％)
　

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

2022年３月期第１四半期 233.61 228.74

2021年３月期第１四半期 150.61 146.66
　

(注)１．当社は、2020年３月期第１四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、2021年３月期第１四
半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を当第１四半期連結会計期間の期
首から適用しており、2022年３月期第１四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数
値となっており、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第１四半期 12,787 6,019 47.1

2021年３月期 13,944 5,290 37.9
(参考) 自己資本 2022年３月期第１四半期 6,018百万円 2021年３月期 5,289百万円
　

(注)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を当第１四半期連結会計期間の期首か
ら適用しており、2022年３月期第１四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となってお
ります。

　

２．配当の状況

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

2021年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2022年３月期 ―

2022年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 10,450 14.7 △590 ― 820 △16.6 500 △8.8 157.75
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無
　　　

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

(注)詳細は、添付資料８ページ「２.四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項(会
計方針の変更)」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2022年３月期１Ｑ 3,172,000株 2021年３月期 3,172,000株

② 期末自己株式数 2022年３月期１Ｑ ―株 2021年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期１Ｑ 3,172,000株 2021年３月期１Ｑ 3,162,087株
　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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
判断する一定の条件に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。また、実際の業績等は
様々な要因により大きく異なる場合があります。
　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、添付資料３ページの
「１．当四半期決算に関する定性的情報 (３) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ
い。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

　「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を当第１四半期連結会計期間の期首から適

用しております。この結果、前第１四半期連結累計期間と収益の会計処理が異なることから、以下の経営成績に関する

説明において増減額及び前年同期比(％)を記載せずに説明しております。

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済においては、新型コロナウイルス感染症の影響が依然として続き、

東京都を中心として３回目の緊急事態宣言が発出され、その前後にもまん延防止等重点措置が適用される等、収束の

見通しが立たない状況の中、推移しました。ワクチン接種の進展が期待されているものの、新型コロナウイルス感染

症の国内景気や企業収益に与える影響については、依然として不透明な状況です。

また、新型コロナウイルス感染症に対する不安等によると思われる一時的な出生数の減少や、感染防止対策による

働き方・ライフスタイルの変化など、当社グループが属する保育・幼児教育市場を取り巻く環境にも変化が出ていま

す。

このような状況のもと、当社グループが掲げる『キッズガーデン教育圏』の実現に向けて、４月に９施設の認可保

育所及び当社グループ初となる学童・幼児教室併設の民間教育サービス施設を１施設、いずれも東京都に開設いたし

ました。その結果、当第１四半期連結累計期間末における当社グループが運営する施設数は、認可保育所を、東京

都・神奈川県・愛知県に66施設、プレスクール一体型保育所(認可外保育施設)を東京都4施設、幼児教室、学童・幼児

教室併設型をそれぞれ東京都に１施設の合計72施設となりました。今後は、幼児教育におけるハイブリッド経営「認

可保育所事業１：民間教育サービス１」を目指して、民間教育サービスへ重点投資を図ってまいります。

以上により、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高2,632百万円(前年同四半期は2,167百万円)、営業損失199

百万円(前年同四半期は営業損失287百万円)、経常利益は1,213百万円(前年同四半期は816百万円)、親会社株主に帰属

する四半期純利益は740百万円(前年同四半期は476百万円)となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を当第１四半期連結会計期間の期首

から適用しておりますが、当第１四半期連結累計期間における売上高への影響は軽微であります。詳細については、

「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご参照くだ

さい。

当社グループは引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染防止と拡大防止に努め、安心して登園できる施設運営

を実施してまいります。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、12,787百万円(前連結会計年度末は13,944百万円)となり、前連結

会計年度末に比べ1,156百万円減少しました。その内訳は以下のとおりとなります。

(流動資産)

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、2,647百万円(前連結会計年度末は3,679百万円)となり、前連

結会計年度末に比べ1,032百万円減少しました。これは現金及び預金の減少(358百万円)及び未収入金の減少(575百

万円)等があったことによるものであります。

(固定資産)

当第１四半期連結会計期間末における固定資産は、10,140百万円(前連結会計年度末は10,264百万円)となり、前

連結会計年度末に比べ124百万円減少しました。これは建物及び構築物(純額)の増加(1,268百万円)、長期前払費用

の増加(109百万円)並びに敷金及び保証金の増加(123百万円)等があったものの、建設仮勘定の減少(1,710百万円)等

があったことによるものであります。

(流動負債)

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、2,797百万円(前連結会計年度末は4,999百万円)となり、前連

結会計年度末に比べ2,201百万円減少しました。これは短期借入金の減少(2,066百万円)及び賞与引当金の減少(104

百万円)等があったことによるものであります。

　



株式会社Kids Smile Holdings(7084) 2022年３月期 第１四半期決算短信

-3-

(固定負債)

当第１四半期連結会計期間末における固定負債は、3,970百万円(前連結会計年度末は3,654百万円)となり、前連

結会計年度末に比べ315百万円増加しました。これは長期借入金の減少(150百万円)等があったものの、繰延税金負

債の増加(455百万円)等があったこと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、6,019百万円(前連結会計年度末は5,290百万円)となり、前連結

会計年度末に比べ729百万円増加しました。これは親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による増加(740百万

円)等があったことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

この先の我が国経済は、引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を講じつつ社会活動を引き上げていく

中で、政府の各種対策等により、持ち直しの動きが見られるものの、依然として感染拡大の収束が見込めないこと

から、先行きは不透明な状態が続くと予測されます。

2022年３月期通期の連結業績予想につきましては、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響が継続するとい

う想定をして作成しており、また、業績が概ね当初の計画どおり推移しておりますので、前回発表(2021年５月14日

付「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」)の業績予想から変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,139,759 1,780,955

売掛金 28,519 11,282

前払費用 419,079 336,003

未収入金 1,074,570 499,256

その他 17,881 19,943

貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 3,679,711 2,647,341

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,845,113 8,113,847

工具、器具及び備品（純額） 132,477 201,567

建設仮勘定 1,947,648 237,430

その他（純額） 75,593 91,564

有形固定資産合計 9,000,833 8,644,410

無形固定資産

その他 3,469 3,918

無形固定資産合計 3,469 3,918

投資その他の資産

長期前払費用 601,525 710,983

敷金及び保証金 653,275 776,959

繰延税金資産 2,027 500

その他 3,545 3,545

投資その他の資産合計 1,260,373 1,491,988

固定資産合計 10,264,676 10,140,317

資産合計 13,944,387 12,787,658
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 3,442,700 1,376,000

１年内返済予定の長期借入金 616,899 638,760

未払金 315,749 324,596

未払費用 194,780 183,181

未払法人税等 65,318 18,522

賞与引当金 219,786 114,980

その他 144,437 141,811

流動負債合計 4,999,671 2,797,854

固定負債

長期借入金 1,324,275 1,173,757

資産除去債務 107,643 124,837

繰延税金負債 1,892,926 2,348,754

退職給付に係る負債 43,872 48,509

長期前受金 206,158 201,241

その他 79,514 73,014

固定負債合計 3,654,391 3,970,114

負債合計 8,654,062 6,767,968

純資産の部

株主資本

資本金 575,652 575,652

資本剰余金 475,652 475,652

利益剰余金 4,238,229 4,967,593

株主資本合計 5,289,533 6,018,897

新株予約権 792 792

純資産合計 5,290,325 6,019,689

負債純資産合計 13,944,387 12,787,658
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 2,167,857 2,632,029

売上原価 2,012,500 2,416,251

売上総利益 155,357 215,778

販売費及び一般管理費 443,194 415,760

営業損失（△） △287,837 △199,982

営業外収益

補助金収入 1,105,719 1,418,887

その他 8,743 6,014

営業外収益合計 1,114,463 1,424,901

営業外費用

支払利息 7,858 10,901

支払手数料 2,100 ―

その他 444 963

営業外費用合計 10,402 11,865

経常利益 816,223 1,213,053

特別利益

その他 30 ―

特別利益合計 30 ―

税金等調整前四半期純利益 816,253 1,213,053

法人税、住民税及び事業税 7,875 14,699

法人税等調整額 332,126 457,354

法人税等合計 340,002 472,053

四半期純利益 476,251 740,999

親会社株主に帰属する四半期純利益 476,251 740,999
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四半期連結包括利益計算書

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 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 476,251 740,999

四半期包括利益 476,251 740,999

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 476,251 740,999
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。)

等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、履行義務の識別及び充足時点について検討した結果、一部のサービス提供については一定期間に

わたり収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ1,158千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は11,634千円減少しております。

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年３月31日)第28-15項に定める経過的な取扱

いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりませ

ん。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。)等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える

影響はありません。

（追加情報）

当第１四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の

収束時期等を含む仮定に重要な変更はありません。

（セグメント情報等）

当社グループの事業セグメントは、幼児教育事業の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報

の記載を省略しております。
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３．補足説明

当社グループは、次世代を担う子どもたちを育成する保育と幼児教育を主な事業としているため、幼児教育事業の単

一セグメントとしております。

つきましては、補足情報として、売上実績を下記のとおり開示いたします。

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

(千円)

前年同期比
(％)

幼児教育事業

　一時点で移転される財又はサービス 2,628,243 ―

　一定の期間にわたり移転される財又はサービス 3,786 ―

合計 2,632,029 ―

(注) (会計方針の変更)に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を当

第１四半期連結会計期間の期首から適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更しております。このため、当該会計

基準適用前の前連結会計年度の実績値に対する前年同期比(％)は記載しておりません。なお、当該変更により、従来の

方法に比べて、当第１四半期累計期間の売上高は1,158千円減少しております。

　


