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（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５月期第３四半期 6,786 11.7 208 △29.7 211 △29.4 137 △31.0

2021年５月期第３四半期 6,076 19.6 296 325.2 299 340.1 199 329.0

（注）包括利益 2022年５月期第３四半期 137百万円（△31.0％） 2021年５月期第３四半期 199百万円（329.0％）

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５月期第３四半期 21.81 －

2021年５月期第３四半期 31.55 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年５月期第３四半期 4,387 2,026 46.2

2021年５月期 4,495 1,931 43.0

（参考）自己資本 2022年５月期第３四半期 2,026百万円 2021年５月期 1,931百万円

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５月期 － 0.00 － 7.00 7.00

2022年５月期 － 0.00 －

2022年５月期（予想） 7.00 7.00

（百万円未満切捨て）

１．2022年５月期第３四半期の連結業績（2021年６月１日～2022年２月28日）

（注）１　当社は2020年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

（注）当社は、2020年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。2021年５月期につ

いては、当該株式分割後の配当金の金額を記載しております。



（％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 9,000 9.5 275 △18.5 270 △21.7 175 △21.5 27.80

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年５月期３Ｑ 6,329,400株 2021年５月期 6,329,400株

②  期末自己株式数 2022年５月期３Ｑ 8,627株 2021年５月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年５月期３Ｑ 6,315,276株 2021年５月期３Ｑ 6,329,400株

３．2022年５月期の連結業績予想（2021年６月１日～2022年５月31日）

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  －  （社名）－　、除外  －  （社名）－

（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P.７「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）

（注）当社は、2020年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。

前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しております。

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、その達成を当社として約束する趣旨の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、添付資料P.３「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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法）

  四半期決算補足説明資料は、ＴＤｎｅｔで同日開示しております。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

なお、第１四半期連結会計期間より、「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

を適用しております。このため、前年同期比較は基準の異なる算定方法に基づいた数値を用いております。詳細は、

「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）」に記載

のとおりであります。

(1）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（2021年６月１日から2022年２月28日）における当社グループを取り巻く事業環境に

おいては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発出され、先行

きは不透明な状況が続きました。

就労支援事業においては、企業の人材流動化の需要もあり新型コロナウイルスによる大きな影響は受けておりま

せん。放課後事業、保育事業においては、放課後施設、保育施設の一時的な休室や休園も断続的に発生しました

が、施設運営は徐々に本来の姿を取り戻しつつあります。引続き働く保護者の受け皿という役割を担うため、感染

防止に努めながら運営を行っております。また、2020年12月に政府により「新子育て安心プラン」として2024年度

末までに約14万人分の保育の受け皿を整備する方針が打ち出されており、女性の就業率の上昇を背景とした保育需

要の高まりは今後も継続すると見込んでおります。

このような状況の中、当社グループは、働きながら育児と両立できる環境をより多くの方に提供できるよう雇用

の創出に取組んでまいりました。また、放課後・保育両事業の施設数拡大に対応する運営体制の強化を継続してお

ります。

売上高においては、2021年４月に新規開設した保育園及び放課後施設の増加により増収となりました。なお、新

収益認識基準適用により5,725千円売上高が増加しております。営業利益においては、前年に発生した新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響による放課後施設の大幅な開設時間縮小や保育園の登園児減少により一時的に減少した

労務費が増加したこと、及び就労支援事業における新規大型受注に伴う先行費用負担もあり、減益となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,786,117千円（前年同期比11.7％増）、営業利益は208,364

千円（同29.7％減）、経常利益は211,429千円（同29.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は137,734千円

（同31.0％減）となりました。

　セグメントごとの経営成績の概要は、次のとおりであります。

①就労支援事業

就労支援事業につきましては、「仕事と家庭の両立応援企業」としてより多くの女性へライフステージにあわせ

た働き方を提供するため、様々な業種の企業に対し人材の適正配置によるコストダウンを可能とする人材支援の提

案を行っております。コロナ禍においてもオンライン商談の定着や対面での商談機会が徐々に回復してきており、

営業活動にも支障なく注力できております。

売上高においては、既存顧客からの依頼増、及びコールセンター業務における官公庁からの新規大型案件受託に

より増収となりました。利益面においては、新規事業である保育士人材紹介の営業社員増員や官公庁受託案件の先

行費用により売上原価及び販売費及び一般管理費が増加し減益となりました。

以上の結果、就労支援事業の売上高は2,042,810千円(前年同期比4.2％増)、セグメント利益は72,864千円(同

26.0％減)となりました。

②放課後事業

放課後事業につきましては、引続き新型コロナウイルス感染予防のガイドラインに則り、安全・安心な施設運営

に努めております。2020年前半に実施された小学校の一斉休校等の大規模な措置は、その後の緊急事態宣言期間下

及びまん延防止等重点措置期間下においても発生しておりません。

厚生労働省発表の放課後児童クラブにおける全国の待機児童数は、2021年７月時点で13,416人と微減となってい

ます。しかしながら登録児童数は1,348,275人（前年比37,267人増）と過去最高を更新しており、放課後施設の需

要は引続き高い状況にあります。

このような状況の中、当社グループが運営する放課後施設は、2022年２月末現在、公立（地方自治体からの委

託）133施設、私立小学校アフタースクール10施設、民間１施設の合計144施設となりました。前期末から１施設の

増加となっております。引続き2022年４月からの新規開設に向けた準備を進めてまいります。

売上高においては、前期10施設の新規開設純増分が寄与し増収となりました。なお、新収益認識基準適用によ

り、履行義務の進捗度をより合理的に見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更

しております。利益面においては、前年のコロナ禍から施設運営が正常化に向かい、労務費が増加したことにより

減益となりました。

以上の結果、放課後事業の売上高は2,092,614千円(前年同期比13.0％増)、セグメント利益は91,483千円(同

31.4％減)となりました。
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③保育事業

保育事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い一部の施設において一時的な休園を余儀なくさ

れる状況がありましたが、徐々に施設運営は本来の姿を取り戻しつつあります。引続き自治体等と連携しながら感

染予防のガイドラインに則り、利用園児及び職員の感染防止に努めております。

2021年４月１日時点における全国の待機児童数は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う利用控えもみられ

5,634人と前年同時点から6,805人減少しましたが、女性の就業率の上昇にともない実際に保育所等を利用する児童

の数は前年比4,712人増の274万人と引続き需要が旺盛な事業環境となっております。

このような状況の中、当社グループの保育施設利用園児数は順調に増加しております。当社グループが運営する

保育施設は、認可保育園23施設、小規模認可保育園11施設、企業主導型保育園３施設、地域子育て支援施設３施設

となり、2022年２月末現在、計40施設となりました。運営施設における前期末からの変化はございませんが、2022

年４月からの新規開設に向けた準備を進めてまいります。

売上高においては、待機児童の多い立地での新規開設により開園時募集での園児数が増加したことに加えて、既

存園の園児数が増加したため増収となりました。利益面においては、施設運営の正常化による労務費増加がありま

したが、保育園運営部門では増益となりました。一方で、園庭芝生化事業を展開する株式会社セリオガーデンの販

売費及び一般管理費増加によりセグメントとしては減益となりました。

以上の結果、保育事業の売上高は2,650,039千円(前年同期比17.1％増)、セグメント利益は166,725千円(前年同

期比2.0％減)となりました。

(2)財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べて108,307千円減少し4,387,369千円とな

りました。その主な要因は、売掛金及び契約資産が163,967千円、建設仮勘定が109,381千円それぞれ増加し、現金

及び預金が274,660千円、建物及び構築物が45,441千円それぞれ減少したことによるものです。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて202,925千円減少し2,360,976千円とな

りました。その主な要因は、賞与引当金が116,530千円増加し、未払費用が119,517千円、長期前受金が89,293千

円、未払法人税等が87,497千円それぞれ減少したことによるものです。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて94,618千円増加し2,026,393千円と

なりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加137,734千円と

配当金の支払による利益剰余金の減少44,305千円によるものであります。

(3）連結業績予想などの将来予想情報に関する説明

連結業績予想については、2021年７月14日の「2021年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」で公表いたしまし

た通期の連結業績予想に変更はありません。なお、現時点での新型コロナウイルス感染症拡大による事業及び業績

における影響は軽微とみております。

当該連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一

定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があり

ます。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,897,424 1,622,764

売掛金 570,304 －

売掛金及び契約資産 － 734,272

前払費用 86,965 95,673

未収入金 12,681 25,926

その他 12,324 34,243

貸倒引当金 △324 △471

流動資産合計 2,579,375 2,512,408

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,112,829 1,067,387

工具、器具及び備品（純額） 47,048 42,363

土地 161,735 161,735

リース資産（純額） 3,484 2,881

建設仮勘定 538 109,920

有形固定資産合計 1,325,635 1,384,287

無形固定資産

施設利用権 11,543 10,823

ソフトウエア 10,268 4,214

リース資産 7,718 5,055

ソフトウエア仮勘定 － 1,650

その他 1,132 1,038

無形固定資産合計 30,663 22,781

投資その他の資産

出資金 10 10

差入保証金 170,696 178,258

長期前払費用 120,424 44,051

繰延税金資産 53,287 46,644

保険積立金 34,312 35,673

建設協力金 127,801 122,627

その他 53,469 40,624

投資その他の資産合計 560,001 467,891

固定資産合計 1,916,300 1,874,960

資産合計 4,495,676 4,387,369

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 8,362 7,904

短期借入金 － 83,720

１年内返済予定の長期借入金 81,600 81,600

リース債務 10,781 5,960

未払金 85,232 90,561

設備投資未払金 1,340 11,779

未払費用 645,763 526,246

未払法人税等 111,143 23,645

未払消費税等 126,705 106,432

前受金 131,855 －

契約負債 － 113,616

預り金 144,719 130,574

賞与引当金 － 116,530

流動負債合計 1,347,502 1,298,571

固定負債

長期借入金 880,336 819,136

リース債務 8,183 4,060

資産除去債務 238,586 239,207

長期前受金 89,293 －

固定負債合計 1,216,399 1,062,404

負債合計 2,563,902 2,360,976

純資産の部

株主資本

資本金 693,263 693,263

資本剰余金 671,433 671,753

利益剰余金 567,078 668,148

自己株式 － △6,772

株主資本合計 1,931,774 2,026,393

純資産合計 1,931,774 2,026,393

負債純資産合計 4,495,676 4,387,369
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2020年６月１日
　至　2021年２月28日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2022年２月28日)

売上高 6,076,182 6,786,117

売上原価 4,851,807 5,544,032

売上総利益 1,224,374 1,242,085

販売費及び一般管理費 928,046 1,033,720

営業利益 296,327 208,364

営業外収益

受取利息 14 17

助成金収入 8,027 6,606

補助金収入 1,849 2,265

雑収入 1,431 1,603

営業外収益合計 11,322 10,493

営業外費用

支払利息 6,262 6,438

株式交付費償却 1,975 －

雑損失 0 990

営業外費用合計 8,238 7,428

経常利益 299,411 211,429

特別利益

補助金収入 950 －

特別利益合計 950 －

特別損失

固定資産圧縮損 950 －

固定資産除却損 2,116 －

特別損失合計 3,066 －

税金等調整前四半期純利益 297,295 211,429

法人税、住民税及び事業税 99,902 71,085

法人税等調整額 △2,300 2,608

法人税等合計 97,602 73,694

四半期純利益 199,692 137,734

親会社株主に帰属する四半期純利益 199,692 137,734

（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　2020年６月１日
　至　2021年２月28日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2022年２月28日)

四半期純利益 199,692 137,734

四半期包括利益 199,692 137,734

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 199,692 137,734

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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）

当社は、2021年７月19日開催の取締役会の決議に基づき、東京証券取引所の自己株式立会外買付（ToSTNeT-3）

による買付けを行い、2021年７月20日に当社普通株式30,000株を取得いたしました。また、2021年９月21日開催

の当社取締役会の決議に基づき、同年10月18日付で、譲渡制限付株式報酬として自己株式21,373株を処分いたし

ました。この結果、当第３四半期連結会計期間末において自己株式は6,772千円となっております。

（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。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を第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、主として放課後

事業において、履行義務の進捗度をより合理的に見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識す

る方法に変更しております。

なお、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、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、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３四半期連結累計期間の売上高は5,725千円増加し、売上原価は6,974千円減少し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ12,700千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残

高に与える影響は軽微であります。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示、また、「流動負債」に表

示していた「前受金」は、第１四半期連結会計期間より「契約負債」として表示することとしました。なお、収

益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組

替えを行っておりません。

（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いたしました。

これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

就労支援事業 放課後事業 保育事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,961,100 1,851,892 2,263,188 6,076,182 － 6,076,182

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 1,961,100 1,851,892 2,263,188 6,076,182 － 6,076,182

セグメント利益 98,479 133,294 170,116 401,889 △105,562 296,327

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

就労支援事業 放課後事業 保育事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,042,810 2,092,614 2,650,039 6,785,464 653 6,786,117

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 2,042,810 2,092,614 2,650,039 6,785,464 653 6,786,117

セグメント利益 72,864 91,483 166,725 331,072 △122,707 208,364

（セグメント情報）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年６月１日　至　2021年２月28日）

１．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

（注）１．セグメント利益の調整額△105,562千円は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費でありま

す。

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います。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年６月１日　至　2022年２月28日）

１．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

（注）１．売上高の調整額653千円は報告セグメントに帰属しない売上高であり、セグメント利益の調整額△122,707千円

は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

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います。
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