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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

４．当社は、第２期第２四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、第２期第２

四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 

５．第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22

年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平

成22年６月30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平

成22年６月30日）を適用しております。 

  第１四半期連結会計期間において株式分割を行いましたが、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、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第３期

第２四半期連結 
累計期間 

第２期

会計期間 
自平成24年１月１日
至平成24年６月30日 

自平成23年１月１日 
至平成23年12月31日 

売上高（千円）  3,409,794  6,006,255

経常利益（千円）  504,861  491,480

四半期（当期）純利益（千円）  265,878  256,877

四半期包括利益又は包括利益（千円）  265,881  256,878

純資産額（千円）  936,565  670,684

総資産額（千円）  4,226,666  3,472,727

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円） 
 171.53  165.73

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円） 
 －  －

自己資本比率（％）  22.2  19.3

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 466,883  888,679

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △378,090  △420,397

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 358,569  111,652

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残

高（千円） 
 1,730,932  1,283,570

回次 
第３期

第２四半期連結 
会計期間 

会計期間 
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日 

 

１株当たり四半期純利益金額（円）  124.85
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 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

  

２【事業の内容】
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 当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、上場申請のための有価証券報告書に

記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。  

  

  

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】
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 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、当社は、前第２四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していない

ため、前年同四半期連結累計期間との比較分析は行っておりません。 

  

(1）業績の状況 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気の停滞から緩やかに持ち直す

動きがみられたものの、原発事故に伴う夏季における電力不足の懸念や円高の長期化など先行きに対する不透明感

がありました。 

 保育業界におきましては、都市部を中心に保育サービスに対する需要は依然として高く、待機児童問題に対応す

べく、保育所の増設をすすめる自治体も増えております。このような環境の中、当社グループでは、一人でも多く

の保護者の方に保育サービスを提供すべく、新規施設の開設をすすめてまいりました。  

 当第２四半期連結累計期間においては、以下の保育施設を新たに開設いたしました。 

（受託保育事業） 

 ・病院内保育施設  

  東京都杉並区 １箇所  

  東京都調布市 １箇所  

  東京都府中市 １箇所  

  愛知県名古屋市西区 １箇所 

 ・事業所内保育施設  

  大阪府寝屋川市 １箇所 

 ・グループ実施型家庭保育室  

  ぽかぽか保育室如意（愛知県名古屋市中区） 

  ぽかぽか保育室戸田（愛知県名古屋市中区） 

  

（公的保育事業） 

 ・認可保育園  

  にじいろ保育園一之江（東京都江戸川区） 

  にじいろ保育園上石神井（東京都練馬区） 

  にじいろ保育園大岡山（東京都大田区） 

  にじいろ保育園上水本町（東京都小平市） 

  にじいろ保育園大崎（東京都品川区） 

  にじいろ保育園三鷹下連雀（東京都三鷹市） 

 ・公設民営保育園 

  田園調布二丁目保育園（東京都大田区） 

 ・公設民営学童クラブ  

  練馬区大泉学園小学童クラブ（東京都練馬区） 

  中野区桃園第二学童クラブ（東京都中野区） 

  中野区平和の森学童クラブ（東京都中野区） 

  浦安市日の出南小学校地区児童育成クラブ（千葉県浦安市） 

  

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,409,794千円、営業利益は228,958千円、経常利益は504,861

千円、四半期純利益は265,878千円となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（受託保育事業） 

 売上高は1,592,258千円となりました。セグメント利益は212,127千円となりました。 

（公的保育事業） 

 売上高は1,817,535千円となりました。セグメント利益は188,219千円となりました。 

  

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2）キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動により増加した資金は466,883千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が504,845千

円生じたためです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により支出した資金は378,090千円となりました。これは主に、公的保育事業部における平成24年４月

開園の保育施設の有形固定資産を取得したことによる支出が356,315千円生じたためです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により増加した資金は358,569千円となりました。これは主に、設備投資の資金調達として長期借入れ

による収入が548,691千円生ずるとともに、長期借入金の返済による支出が174,019千円生じたためです。  

  

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金等同等物は、前連結会計年度末と比較して

447,362千円増の1,730,932千円となっております。 

   

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。  

  

(4）研究開発活動 

 該当事項はありません。 
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①【株式の総数】 

   

②【発行済株式】 

 （注）１．当社株式は平成24年８月７日に大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場しました。 

２．上場に伴い、平成24年８月６日を払込期日とする、公募による株式140,000株を発行しました。その結 

果、発行済株式総数は、1,690,000株となりました。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  6,200,000

計  6,200,000

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成24年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  1,550,000  1,690,000

大阪証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

完全議決権株式であ 

り、権利関係に何ら 

限定のない当社にお 

ける標準となる株式 

であります。なお、 

１単元株式数は100 

株であります。 

計  1,550,000  1,690,000 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
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 該当事項はありません。 

  

   （注）平成24年８月６日を払込期日とする一般募集による増資により、発行済株式総数が140,000株、資本金及 

び資本準備金がそれぞれ132,020千円増加しております。 

  

  

  （注） 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

    

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成24年4月1日～ 

 平成24年6月30日  
 －  1,550,000  －  100,000  －  318,122

（６）【大株主の状況】

  平成24年6月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

柴野豪男 神奈川県鎌倉市  583,500  37.65

ジェイコムホールディングス㈱ 大阪府大阪市北区角田町8番1号  310,000  20.00

ジャフコ・ジー九（ビー）号投資 

事業有限責任組合 

東京都千代田区大手町一丁目5番 

1号 
 188,000  12.13

ジャフコ・ジー九（エー）号投資 

事業有限責任組合 

東京都千代田区大手町一丁目5番 

1号 
 164,500  10.61

瀬木葉子 神奈川県鎌倉市  62,500  4.03

サクセスグループ従業員持株会 
神奈川県藤沢市鵠沼石上一丁目１番 

15号 
 54,000  3.48

池銀キャピタルニュービジネスフ 

ァンド３号投資事業有限責任組合 
大阪府大阪市北区茶屋町18番14号  50,000  3.23

ゆめファンド４号投資事業有限責 

任組合 

神奈川県横浜市西区みなとみらい三 

丁目1番１号 
 50,000  3.23

金子亮一 神奈川県平塚市  25,000  1.61

西山賢一郎 神奈川県藤沢市  12,500  0.81

計 －  1,500,000  96.77
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①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

   該当事項はありません。 

  

  

  

（７）【議決権の状況】

  平成24年6月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他）     普通株式   1,550,000     15,500 － 

単元未満株式   － － － 

発行済株式総数   1,550,000 － － 

総株主の議決権 －     15,500 － 

  平成24年6月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

－ － － － － － 

計 － － － － － 

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、株式会社大阪証券取引所の「ＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規程」第４条第７項の規定に基づき、当

第２四半期連結会計期間（平成24年4月1日から平成24年6月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成24年1月

1日から平成24年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビュー

を受けております。 

  

３． 初に提出する四半期報告書の記載上の特例 

 当上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン２４の４の７－６」の規定に準じて前年同四

半期との対比は行っておりません。 

  

第４【経理の状況】
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１【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23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,303,570 1,750,932

受取手形及び売掛金 434,383 429,342

原材料及び貯蔵品 7,264 7,178

その他 131,933 118,078

貸倒引当金 △1,607 △71

流動資産合計 1,875,543 2,305,459

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,292,641 1,800,656

減価償却累計額 △327,892 △386,533

建物及び構築物（純額） 964,748 1,414,122

その他 273,843 147,082

減価償却累計額 △68,074 △78,281

その他（純額） 205,769 68,801

有形固定資産合計 1,170,517 1,482,923

無形固定資産 62,263 55,831

投資その他の資産 364,401 382,451

固定資産合計 1,597,183 1,921,206

資産合計 3,472,727 4,226,666

負債の部   

流動負債   

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 344,737 424,165

未払法人税等 192,380 249,775

賞与引当金 14,614 25,726

その他 841,732 877,429

流動負債合計 1,413,464 1,597,095

固定負債   

社債 60,000 50,000

長期借入金 1,212,515 1,509,068

資産除去債務 56,748 80,821

その他 59,313 53,115

固定負債合計 1,388,578 1,693,005

負債合計 2,802,042 3,290,101
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 324,668 324,668

利益剰余金 246,015 511,893

株主資本合計 670,684 936,562

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 3

その他の包括利益累計額合計 0 3

純資産合計 670,684 936,565

負債純資産合計 3,472,727 4,226,666
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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２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,409,794

売上原価 2,746,813

売上総利益 662,981

販売費及び一般管理費 434,022

営業利益 228,958

営業外収益  

受取利息 269

設備補助金収入 285,984

その他 8,093

営業外収益合計 294,347

営業外費用  

支払利息 14,918

その他 3,525

営業外費用合計 18,444

経常利益 504,861

特別損失  

固定資産売却損 16

特別損失合計 16

税金等調整前四半期純利益 504,845

法人税等 238,967

少数株主損益調整前四半期純利益 265,878

四半期純利益 265,878
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 265,878

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 3

その他の包括利益合計 3

四半期包括利益 265,881

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 265,881
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30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 504,845

減価償却費 80,895

設備補助金収入 △285,984

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,535

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,112

受取利息及び受取配当金 △272

支払利息 14,918

支払手数料 1,308

固定資産除却損 16

売上債権の増減額（△は増加） 5,040

たな卸資産の増減額（△は増加） 86

未払金の増減額（△は減少） △14,301

前受金の増減額（△は減少） 15,601

その他 45,405

小計 377,135

利息及び配当金の受取額 272

利息の支払額 △14,058

法人税等の支払額 △182,449

補助金の受取額 285,984

営業活動によるキャッシュ・フロー 466,883

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △356,315

無形固定資産の取得による支出 △2,746

敷金及び保証金の差入による支出 △1,082

敷金及び保証金の回収による収入 1,133

その他 △19,079

投資活動によるキャッシュ・フロー △378,090

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 548,691

長期借入金の返済による支出 △174,019

社債の償還による支出 △10,000

リース債務の返済による支出 △6,103

財務活動によるキャッシュ・フロー 358,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 447,362

現金及び現金同等物の期首残高 1,283,570

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,730,932
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【会計方針の変更等】

当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日） 

（会計方針の変更）  

 １株当たり当期純利益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、「１株当たり当期純利益に関する会計基

準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）、「１株当たり当期純利益

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６

月30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実

務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用しております。 

 第１四半期連結会計期間において株式分割を行いましたが、期首に当該株

式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日） 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引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実効税率を乗じて計算しております。  

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤

謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会

計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日） 

 ※ 販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は次

のとおりです。 

  給料手当       千円 

  

  

167,265

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間 
 （自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日） 

 ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成24年６月30日現在）

  

  （千円）

現金及び預金 1,750,932

預入期間が３か月を超える定期預金   △20,000

現金及び現金同等物 1,730,932
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30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△171,388千円は、各報告セグメントに配分できない全社費用であります。 

     全社費用は、主に管理部門に係る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おります。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

       該当事項はありません。 

  

  

 1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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

    ２．当社は、平成24年３月30日付で、普通株式１株につき普通株式500株の割合で株式分割を行っております。 

  

 （会計方針の変更） 

 第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30

日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日公表

分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用しており

ます。この適用により、第１四半期連結会計期間に行った株式分割は、期首に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。 

   

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （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 
受託保育 

事業 

公的保育 

事業 
計 

売上高  

外部顧客への売上高 1,592,258 1,817,535 3,409,794  － 3,409,794

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － －  － －

計 1,592,258 1,817,535 3,409,794  － 3,409,794

セグメント利益 212,127 188,219 400,346  △171,388 228,958

（１株当たり情報）

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年１月 1日 
至 平成24年６月30日） 

1株当たり四半期純利益金額（円）   171.53

（算定上の基礎）      

四半期純利益（千円）  265,878

普通株主に帰属しない金額（千円）  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  265,878

期中平均株式数（株）  1,550,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

－ 
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日） 

（新株の発行について） 

  当社株式は、平成24年８月７日に株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)に上場いたしました。当社は

上場にあたり平成24年７月２日及び平成24年７月17日開催の取締役会において、次のとおり募集新株式の発行を決議

し、平成24年８月６日に払込が完了いたしました。 

この結果、資本金は232,020千円、発行済株式総数は1,690,000株となっております。 

(1)募集方法 

一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

(2)発行する株式の種類及び数 

普通株式 140,000株 

(3)発行価格 

１株につき2,050円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

(4)引受価額 

１株につき1,886円 

この価額は、当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受

価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

(5)資本組入額 

１株につき943円 

(6)発行価格の総額 

287,000千円 

(7)引受価額の総額 

264,040千円 

(8)資本組入額の総額 

132,020千円 

(9)払込期日 

平成24年８月６日 

(10)資金の使途 

公的保育事業における平成25年12月期開設予定の認可保育園用不動産の賃貸借に伴う保証金、園舎・附属設備の建築

工事代金及びその他什器設備等への支払として、平成24年12月期及び平成25年12月期に充当する予定であります。 
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 該当事項はありません。  

  

  

  

  

  

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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