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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第３四半期 10,237 16.7 1,087 27.5 1,121 25.9 663 33.2
24年３月期第３四半期 8,775 30.3 852 39.3 890 36.1 498 23.8

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 666百万円(33.9％) 24年３月期第３四半期 498百万円(23.8％)

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

25年３月期第３四半期 39.74 ―
24年３月期第３四半期 29.89 29.85

（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 ％

25年３月期第３四半期 9,780 4,394 44.9
24年３月期 9,808 3,977 40.5

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 4,390百万円 24年３月期 3,973百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年３月期 ― 0.00 ―

25年３月期(予想) 16.00 16.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

・平成24年３月期の年間配当金には、東京証券取引所市場第１部指定記念配当２円50銭を含んでおります。

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 14,000 18.0 1,375 23.4 1,400 21.6 834 27.7 49.97

(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 ： 無

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

（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) 25年３月期３Ｑ 16,691,400株 24年３月期 16,691,400株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 338株 24年３月期 338株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 16,691,062株 24年３月期３Ｑ 16,666,585株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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３ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 
 当社は、平成25年２月４日に機関投資家及び個人投資家向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配
布する資料等については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。開催の予定等につきましては、
当社ホームページをご確認ください。
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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、終盤は政権交代後の金融緩和期待から円安傾向や

株価の上昇がみられる等明るい兆しもありましたが、ユーロ経済圏の債務危機が当面回避されたものの

欧州景気は引き続き低迷しており、国内においてもエコカー補助金の終了等により依然として個人消費

の改善が見られず概ね先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような環境のもと、子育て支援事業における保育所のニーズは依然として高水準であり、当社グ

ループでは、運営する施設を以下の通り新たに開設いたしました。 

（保育所） 

アスク南大井保育園           （平成24年４月１日） 

アスクさいど保育園           （平成24年４月１日） 

アスク日吉本町第二保育園        （平成24年４月１日） 

アスク平間保育園            （平成24年４月１日） 

 アスク武蔵新城保育園          （平成24年４月１日） 

 アスク宿河原保育園           （平成24年４月１日） 

 アスク向河原保育園           （平成24年４月１日） 

 アスク柿生保育園            （平成24年４月１日） 

 アスク高津えきまえ保育園        （平成24年４月１日） 

 花輪保育所               （平成24年４月１日） 

 神明保育園               （平成24年４月１日） 

 みなと保育サポート白金         （平成24年４月１日） 

 アスクくらまえ保育園          （平成24年11月１日） 

（学童クラブ） 

神明子ども中高生プラザ学童クラブ    （平成24年９月１日） 

（児童館） 

神明子ども中高生プラザ         （平成24年９月１日） 

その結果、保育所の数は115園、学童クラブは40施設、児童館は８施設となり、子育て支援施設の合

計は163ヶ所となりました。 

以上より、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は10,237百万円（前年同期比16.7％増）と

なり、営業利益は1,087百万円（同27.5％増）、経常利益は1,121百万円（同25.9％増）、四半期純利益

は663百万円（同33.2％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は9,780百万円（前期末比28百万円減）となりました。 

 流動資産は4,099百万円(同219百万円増)となりましたが、これは、主に現金及び預金が115百万円、

有価証券が180百万円増加した一方で、たな卸資産が62百万円減少したためであります。 

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

 資産、負債及び純資産の状況
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流動資産に表示されている「その他」には、「未収入金」586百万円（前期末531百万円）を含んでお

ります。 

固定資産は5,680百万円（同247百万円減）となっております。これは、主に建物及び構築物が264百

万円、土地が51百万円、長期貸付金が121百万円増加した一方で、建設仮勘定が712百万円減少したこと

によるものであります。 

固定資産の投資その他の資産に表示されている「その他」には、「長期貸付金」849百万円（前期末

728百万円）を含んでおります。 

また、負債合計は5,385百万円（同444百万円減）となりました。 

 流動負債は3,174百万円（同177百万円減）となりましたが、これは、主に前受金が927百万円増加し

た一方で、未払金が831百万円、未払法人税等が199百万円、賞与引当金が120百万円減少したためであ

ります。 

固定負債は2,211百万円（同266百万円減）となっておりますが、これは、主に長期借入金が270百万

円減少したことが要因であります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は4,394百万円（同416百万円増）となっております。これ

は、主に利益剰余金が412百万円増加したためであります。 

  

通期の連結業績予想につきましては平成24年５月11日発表の数値から変更はありませんが、今後の業

況の変化等により、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。 

 今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,326,938 2,442,523

受取手形及び売掛金 24,517 25,006

有価証券 441,462 621,703

たな卸資産 71,180 8,380

繰延税金資産 116,180 38,515

その他 899,827 963,782

貸倒引当金 △101 △430

流動資産合計 3,880,007 4,099,482

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,692,087 4,160,006

減価償却累計額及び減損損失累計額 △909,815 △1,113,092

建物及び構築物（純額） 2,782,271 3,046,914

機械装置及び運搬具 11,989 11,989

減価償却累計額 △11,803 △11,831

機械装置及び運搬具（純額） 185 157

工具、器具及び備品 197,666 210,218

減価償却累計額及び減損損失累計額 △113,112 △137,165

工具、器具及び備品（純額） 84,553 73,053

土地 173 51,738

リース資産 33,688 26,668

減価償却累計額 △14,876 △12,857

リース資産（純額） 18,811 13,811

建設仮勘定 767,741 54,913

有形固定資産合計 3,653,737 3,240,589

無形固定資産   

のれん 21,567 10,288

その他 5,973 5,031

無形固定資産合計 27,540 15,320

投資その他の資産   

投資有価証券 1,404 19,580

差入保証金 1,172,415 1,223,980

繰延税金資産 25,585 23,916

その他 1,051,031 1,164,651

貸倒引当金 △3,372 △7,208

投資その他の資産合計 2,247,063 2,424,920

固定資産合計 5,928,342 5,680,829

資産合計 9,808,350 9,780,312
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 125,485 73,647

1年内返済予定の長期借入金 995,824 1,003,248

未払金 1,035,406 203,719

前受金 132,637 1,060,349

未払法人税等 348,825 148,891

未払消費税等 42,140 34,730

賞与引当金 179,960 59,000

役員賞与引当金 40,000 28,000

その他 451,736 562,648

流動負債合計 3,352,014 3,174,234

固定負債   

長期借入金 2,191,859 1,921,852

繰延税金負債 20,787 13,993

退職給付引当金 109,889 111,737

役員退職慰労引当金 50,300 46,540

資産除去債務 92,084 109,016

その他 13,453 8,588

固定負債合計 2,478,374 2,211,727

負債合計 5,830,388 5,385,962

純資産の部   

株主資本   

資本金 919,021 1,000,000

資本剰余金 926,567 845,589

利益剰余金 2,128,258 2,541,235

自己株式 △248 △248

株主資本合計 3,973,599 4,386,576

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － 3,472

その他の包括利益累計額合計 － 3,472

少数株主持分 4,362 4,300

純資産合計 3,977,961 4,394,350

負債純資産合計 9,808,350 9,780,312
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 8,775,595 10,237,577

売上原価 7,060,063 8,281,971

売上総利益 1,715,531 1,955,605

販売費及び一般管理費 862,803 868,206

営業利益 852,728 1,087,399

営業外収益   

受取利息 10,115 11,808

補助金収入 47,547 31,170

その他 3,202 8,066

営業外収益合計 60,865 51,045

営業外費用   

支払利息 21,947 17,154

社債発行費償却 633 －

支払保証料 791 －

その他 64 170

営業外費用合計 23,436 17,324

経常利益 890,157 1,121,119

特別損失   

固定資産除却損 80 －

特別損失合計 80 －

税金等調整前四半期純利益 890,076 1,121,119

法人税、住民税及び事業税 343,527 387,078

法人税等調整額 48,492 70,759

法人税等合計 392,019 457,838

少数株主損益調整前四半期純利益 498,056 663,281

少数株主損失（△） △63 △61

四半期純利益 498,120 663,343
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 498,056 663,281

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 3,472

その他の包括利益合計 － 3,472

四半期包括利益 498,056 666,754

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 498,120 666,816

少数株主に係る四半期包括利益 △63 △61
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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