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１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 7,612 (　 1.0) 177 (△28.3) 125 （△38.9)

17年３月期 7,533 (　45.1) 247 ( 137.0) 206 ( 221.0)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 226 (△6.0) 27 43 27 37 5.8 1.7 1.7

17年３月期 241 (  ─ ) 29 30 29 24 6.2 2.8 2.7

（注）①期中平均株式数 18年３月期 8,261,683株 17年３月期 8,232,425株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 8 00 0 00 8 00 66 29.2 1.6

17年３月期 0 00 0 00 0 00 ─ ─ ─

（注）18年３月期期末配当金の内訳 　 普通配当　5円00銭　　　記念配当　3円00円

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 7,362 4,011 54.5 485 61

17年３月期 7,418 3,811 51.4 461 35

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 8,261,162株 17年３月期 8,262,000株

②期末自己株式数 18年３月期 838株 17年３月期 ─株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 3,600 10 △30 0 00 　―─ 　―─

通　期 8,100 100 15 　―─ 5 00 5 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　1円81銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。　　　　　　　　　　　

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 1,470,113 1,674,258 204,145

２．売掛金 1,177,993 951,639 △226,353

３．完成工事未収入金 － 4,759 4,759

４．商品 30,900 494 △30,405

５．貯蔵品 4,514 3,835 △678

６．前払費用 45,668 46,292 624

７．短期貸付金 20,765 15,937 △4,828

８．繰延税金資産 138,521 139,010 488

９．その他 23,081 34,912 11,831

　　貸倒引当金 △5,650 △23,507 △17,857

流動資産合計 2,905,906 39.2 2,847,633 38.7 △58,273

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 ※1,2 2,141,738 2,158,733  

減価償却累計額 △484,448 1,657,290 △569,664 1,589,068 △68,221

２．構築物 ※１ 20,308 20,308  

減価償却累計額 △13,698 6,609 △14,908 5,400 △1,209

３．車両運搬具 2,528 2,528  

減価償却累計額 △1,909 619 △2,125 403 △215

４．器具備品 16,178 17,868  

減価償却累計額 △11,102 5,075 △12,579 5,288 212

５．土地 ※１ 1,164,865 1,155,588 △9,276

有形固定資産合計 2,834,460 38.2 2,755,750 37.4 △78,709

(2）無形固定資産  

１．営業権 80,000 51,759 △28,241

２．商標権 47,150 35,247 △11,902

３．ソフトウエア 192,861 108,776 △84,085

４．その他 11,767 11,767 －

無形固定資産合計 331,779 4.5 207,551 2.8 △124,228
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

増減
（千円）

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 617,181 816,819 199,637

２．関係会社株式 ※１ 285,027 285,027 －

３．出資金 35 25 △9

４．長期貸付金 62,020 7,762 △54,258

５．破産更生債権等 8,369 55,402 47,033

６．長期前払費用 4,757 4,948 191

７．保証金 218,779 205,190 △13,588

８．保険積立金 195,872 208,777 △12,904

９．その他 83,654 22,797 △60,856

　　貸倒引当金 △129,072 △55,165 73,907

投資その他の資産合
計

1,346,625 18.1 1,551,586 21.1 204,961

固定資産合計 4,512,865 60.8 4,514,888 61.3 2,022

資産合計 7,418,772 100.0 7,362,522 100.0 △56,250

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 134,652 53,030 △81,621

２．工事未払金 － 4,727 4,727

３. 短期借入金  500,000 500,000 －

４．１年以内に返済予定
の長期借入金

※１ 281,060 324,782 43,722

５．未払金 319,663 302,421 △17,241

６．未払費用 54,469 63,463 8,994

７．未払法人税等 111,591 95,646 △15,945

８．未払消費税等 9,880 4,019 △5,860

９．前受金 32,566 39,171 6,605

10．預り金 27,521 29,131 1,610

11．前受収益 59 1 △58

12．その他 2,576 1,978 △598

流動負債合計 1,474,042 19.9 1,418,376 19.3 △55,665
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※１ 1,897,137 1,572,355 △324,782

２．繰延税金負債 60,567 43,312 △17,255

３. 退職給付引当金 94,685 117,833 23,148

４．その他 80,639 198,915 118,275

固定負債合計 2,133,029 28.7 1,932,416 26.2 △200,613

負債合計 3,607,071 48.6 3,350,793 45.5 △256,278

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※３ 3,030,859 40.9 3,030,859 41.2 －

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 3,025,259 683,343  

資本剰余金合計 3,025,259 40.8 683,343 9.3 △2,341,915

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 8,146 8,146  

２．当期未処分利益又は
未処理損失（△は未
処理損失）

△2,341,915 226,605  

利益剰余金合計 △2,333,769 △31.5 234,751 3.2 2,568,520

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

89,352 1.2 63,106 0.8 △26,245

Ⅴ　自己株式 ※７ － － △331 △0.0 △331

資本合計 3,811,700 51.4 4,011,728 54.5 200,028

負債・資本合計 7,418,772 100.0 7,362,522 100.0 △56,250
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
（％）

金額(千円)
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  

１．介護収入 6,390,927 6,547,220  

２．商品売上高 638,910 580,506  

３．完成工事売上高 138,000 103,030  

４．教育事業売上 86,834 59,324  

５．その他売上高 278,528 7,533,201 100.0 322,144 7,612,226 100.0 79,025

Ⅱ　売上原価  

１．介護原価 5,329,779 5,479,747  

２．商品期首たな卸高 648 124  

３．当期商品仕入高 473,484 415,715  

合計 474,132 415,839  

４．他勘定振替高 ※１ 562 4,983  

５．商品期末たな卸高 124 136  

６．商品売上原価 473,445 410,720  

７．完成工事原価 118,000 102,800  

８．教育事業原価 144,210 112,378  

９．その他売上原価 99,476 6,164,912 81.8 148,863 6,254,510 82.2 89,597

売上総利益 1,368,288 18.2 1,357,715 17.8 △10,572

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．発送費 192 33  

２．広告宣伝費 12,064 5,900  

３．役員報酬 40,105 67,042  

４．給料手当 230,380 230,397  

５．賞与 9,659 11,737  

６．退職給付費用 3,161 3,956  

７．法定福利費 35,096 36,127  

８．地代家賃 47,951 49,134  

９．旅費交通費 14,791 21,935  

10．車両費 4,998 6,666  

11．リース料 144,315 157,623  

12．租税公課 170,158 160,808  

13．手数料 68,758 59,888  

14．委託管理料 70,128 90,227  

15. 減価償却費 20,685 19,863  

－ 5 －



前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
（％）

金額(千円)
百分比
（％）

増減
（千円）

16．ソフトウエア償却費 112,224 94,325  

17．貸倒引当金繰入額 1,486 15,071  

18．その他 134,270 1,120,431 14.9 149,337 1,180,076 15.5 59,645

営業利益 247,857 3.3 177,639 2.3 △70,218

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 3,650 847  

２．受取配当金 7,418 5,501  

３．受取賃貸料 14,418 7,991  

４．その他 10,154 35,641 0.5 4,722 19,062 0.3 △16,578

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 65,945 58,826  

２．その他 11,310 77,256 1.0 11,946 70,773 0.9 △6,483

経常利益 206,242 2.7 125,928 1.7 △80,313

Ⅵ　特別利益  

　１. 投資有価証券売却益 109,339   223,201    

　２. 営業権譲渡益 － 109,339 1.5 10,000 233,201 3.1 123,861

Ⅶ　特別損失  

１．減損損失 ※３ － 23,771  

２．固定資産除却損 1,014 2,531  

３．固定資産売却損 ※２ 18,137 －  

４．投資有価証券評価損 3,728 1,529  

５. 貸倒損失 98,305 －  

６．商品評価損 － 30,181  

７．リース解約損 2,571 123,756 1.6 － 58,013 0.8 △65,743

税引前当期純利益  191,825 2.5  301,116 4.0 109,291

法人税、住民税及び
事業税

89,165   75,000    

法人税等調整額 138,521 △49,356 △0.7 △488 74,511 1.0 123,867

当期純利益 241,181 3.2 226,605 3.0 △14,576

前期繰越損失 2,090,169 － △2,090,169

合併に伴う子会社株
式消却損

492,928 － △492,928

当期未処分利益又は
未処理損失(△は未
処理損失)

△2,341,915 226,605 2,568,520

 

－ 6 －



介護原価明細書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

Ⅰ　人件費 4,292,097 80.5 4,344,914 79.3

Ⅱ　経費 1,037,681 19.5 1,134,833 20.7

介護原価 5,329,779 100.0 5,479,747 100.0

完成工事原価明細書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

Ⅰ　外注費 118,000 100.0 102,800 100.0

完成工事原価 118,000 100.0 102,800 100.0

　（注）　個別原価法を採用しております。

教育事業原価明細書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費        

期首商品棚卸高  －   30,775   

当期商品仕入高  36,989   4,603   

計  36,989   35,379   

他勘定振替高 ※１ －   30,181   

期末商品棚卸高  30,775 6,214 4.3 357 4,840 4.3

Ⅱ　人件費   47,244 32.8  41,451 36.9

Ⅲ　経費   90,751 62.9  66,086 58.8

教育事業原価   144,210 100.0  112,378 100.0

 　※１．他勘定振替高30,181千円は、介護保険事務士養成テキストの評価損計上によるものであります。

その他売上原価明細書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

Ⅰ　その他仕入高 13,880 14.0 －  

Ⅱ　人件費 538 0.5 －  

Ⅲ　経費 85,057 85.5 148,863 100.0

その他売上原価 99,476 100.0 148,863 100.0
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(3）キャッシュ・フロー計算書

　　当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度のキャッシュ・フロー計算書の記載をしておりません。

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税引前当期純利益 191,825

減価償却費 234,453

退職給付引当金の増加額 19,198

貸倒引当金の減少額 △31,492

受取利息及び受取配当金 △11,068

支払利息 65,945

固定資産除却損 1,014

投資有価証券評価損 3,728

投資有価証券売却益 △109,339

有形固定資産売却損 18,137

売上債権の増加額 △62,673

たな卸資産の増加額 △29,209

仕入債務の増加額 44,774

未払消費税等の増加額 9,235

その他 69,971

小計 414,501

利息及び配当金の受取額 9,425

利息の支払額 △68,290

法人税等の支払額 △82,721

営業活動によるキャッシュ・
フロー

272,915
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　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

△822,009

有形固定資産の売却による
収入

311,380

無形固定資産の取得による
支出

△101,150

投資有価証券の取得による
支出

△1,600

投資有価証券の売却による
収入

321,531

関係会社株式取得による支
出 

△200,700

貸付による支出 △50,508

貸付金の回収による収入 241,145

敷金・保証金の取得による
支出 

△44,472

敷金・保証金の払戻しによ
る収入

11,534

その他 12,152

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△322,697

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の純減少額 △35,000

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支
出

△522,668

株式の発行による収入 24,820

財務活動によるキャッシュ・
フロー

167,152

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 117,370

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,183,941

Ⅵ　合併に伴う現金及び現金同等
物の増加額

168,801

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 ※1 1,470,113
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(4）損失処理案

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年６月29日）

当事業年度
株主総会承認日

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　当期未処理損失 2,341,915 －

Ⅱ　損失処理額

　資本準備金取崩額 2,341,915 2,341,915 － －

Ⅲ　次期繰越損失 － －

 

(5) 利益処分案

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年６月29日）

当事業年度
株主総会承認日

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　当期未処分利益 － 226,605

Ⅱ　利益処分額   

　利益配当金 － － 66,089 66,089

Ⅲ　次期繰越利益 － 160,515
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準およ

び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定)を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準お

よび評価方法

商品　　

移動平均法による原価法

商品

同左

貯蔵品　　　　　

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物(附属設備を除く)および賃貸用のケ

ア付住宅に係る建物、構築物については、

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

　建物および構築物　　　３～50年

　車両運搬具および

　器具備品　　　　　　　２～15年

有形固定資産

同左

無形固定資産

定額法によっております。

なお、ソフトウェア(自社利用)について

は、社内における利用可能期間(５年)によ

る定額法を採用しております。

無形固定資産

同左

長期前払費用

定額法によっております。

長期前払費用

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

　同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務および年

金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

なお、数理計算上の差異および過去勤

務債務は、当期の費用として一括処理し

ております。

(2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務および年

金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

なお、数理計算上の差異および過去勤

務債務は、当期の費用として一括処理し

ております。

（会計方針の変更）　

当事業年度より「『退職給付に係る会

計基準』の一部改正」（企業会計基準第

３号平成17年３月16日）および「『退職

給付に係る会計基準』の一部改正に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針」

（企業会計基準適用指針第７号　平成17

年３月16日）を適用しております。これ

により営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益は2,669千円増加しております。

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、特例処

理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段

金利スワップ取引

(2）ヘッジ手段

同左

(3）ヘッジ対象

変動金利建ての借入金利息

(3）ヘッジ対象

同左

(4）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する

目的で、変動金利建ての借入金に対し

て、金利スワップを行っております。

(4）ヘッジ方針

同左

(5）ヘッジ有効性評価の方法　

　特例処理によっている金利スワップ

については有効性の評価を省略してお

ります。

(5）ヘッジ有効性評価の方法　

　同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

─────

９．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。また、棚卸資

産に係る控除対象外消費税等は当期の負担

すべき期間費用として処理しており、固定

資産に係る控除対象外消費税等は投資その

他の資産「その他」として計上し、法人税

法の規定する期間にわたり償却しておりま

す。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

───── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日)を適用しております。これによ

り税引前当期純利益は23,771千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（貸借対照表）

前期まで「出資金」に含めておりました投資事業有限責

任組合に対する出資額は、「金融商品会計に関する実務指

針」が改正されたため「投資有価証券」に含めて表示して

おります。

なお、前期における「出資金」に含めていた投資事業有

限責任組合に対する出資の金額は25,325千円であります。

 ――――――

追加情報

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

外形標準課税　「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成

16年４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員

会　実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上して

おります。

この結果、販売費及び一般管理費が32,000千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が32,000千円減

少しております。

――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．担保に供している資産およびこれに対応する債務 ※１．担保に供している資産およびこれに対応する債務

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

建物 1,436,936千円

土地 1,113,587千円

構築物 6,511千円

関係会社株式 44,000千円

計 2,601,035千円

建物 1,374,621千円

土地 1,119,841千円

構築物 5,327千円

関係会社株式 44,000千円

計 2,543,789千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

１年以内に返済予定の長期

借入金
228,827千円

長期借入金 1,508,453千円

計 1,737,280千円

１年以内に返済予定の長期

借入金
240,989千円

長期借入金 1,310,319千円

計 1,551,308千円

※２．過年度において国庫等補助金の受入により、取得し

た建物について97,610千円の圧縮記帳をしておりま

す。

※２．同左

※３．会社が発行する株式および発行済株式の総数 ※３．会社が発行する株式および発行済株式の総数

会社が発行する株式の総数 普通株式 11,500,000株

発行済株式の総数 普通株式 8,262,000株

会社が発行する株式の総数 普通株式 11,500,000株

発行済株式の総数 普通株式 8,262,000株

　４．偶発債務 　４．偶発債務

下記のとおり、債務の保証を行っております。 下記のとおり、債務の保証を行っております。

(銀行借入金) 医療法人社団幸北病院 35,535千円 (銀行借入金) 医療法人社団幸北病院 13,326千円

　５．資本の欠損の額は　　2,341,915千円であります。 　５．               ――――――

６．商法施行規則第124条第3号に規定する時価評価に

　　　伴う純資産増加額

 89,352千円

６．商法施行規則第124条第3号に規定する時価評価に

　　　伴う純資産増加額

 63,106千円

――――――

 

※７．当社が保有する自己株式の数は、普通株式838株で

あります。 

―――――― ８．準備金による欠損填補

平成17年６月29日開催の定時株主総会の決議におい

て、下記の欠損填補を行っております。

資本準備金 2,341,915千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．他勘定振替高の内訳 ※１．他勘定振替高の内訳

販売費及び一般管理費 235千円

介護原価 327千円

　計 562千円

販売費及び一般管理費 1,916千円

介護原価 3,067千円

　計 4,983千円

※２．固定資産売却損の内訳

旧本社土地建物売却 18,137千円

（豊島区南大塚）   

※２．               ――――――

   

   

※３．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

場　　所 用　途 種　類 減損損失 

 北海道札幌市 遊休地 土　地 15,530

 東京都豊島区 教育事業 営業権 8,241

当社は、地域別及び管理会計上の事業別に資産のグ

ルーピングを行っております。当連事業年度において

札幌市の遊休地の地価が大幅に下落したため正味売却

価額(不動産鑑定士による不動産評価)まで減額し、ま

た教育事業グループ資産である営業権を将来キャッ

シュ・フロー割引率3.18%の使用価値で測定し回収可

能価額まで減額しました。その内訳は、遊休資産15,530

千円、教育事業グループ営業権8,241千円であります。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

　当連結会計年度の「連結キャッシュ・フロー計算書関係」については、連結財務諸表の注記事項として記載しております。

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,470,113

現金及び現金同等物 1,470,113

－ 18 －



①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。
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②　有価証券

　当連結会計年度に係わる「有価証券関係」（子会社株式で時価のあるものを除く）については、連結財務諸表

の注記事項として記載しております。

前事業年度（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

当事業年度（平成17年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

（1）株式 157,536 304,916 147,379

（2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

（3）その他 10,200 12,740 2,540

小計 167,736 317,656 149,919

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

（1）株式 － － －

（2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

（3）その他 － － －

小計 － － －

合計 167,736 317,656 149,919

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

当事業年度
（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

321,531 109,339 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

当事業年度（平成17年３月31日）

貸借対照表計上額（千円）

（1）子会社株式および関連会社株式 285,027

（2）その他有価証券

非上場株式 279,564

その他 19,961

合　計 584,553

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行って

おります。
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４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

当事業年度（平成17年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券

社債 ― ― ― ―

２．その他 ― ― 12,740 ―

合計 ― ― 12,740 ―

当事業年度（平成18年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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③　デリバティブ取引

当連結会計年度に係わる「デリバティブ取引関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載して

おります。

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

１　取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針および利用目的

デリバティブ取引は将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であ

ります。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

重要なヘッジ会計方法

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段

金利スワップ取引

③　ヘッジ対象

変動金利建ての借入金利息

④　ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で、変動金利建ての借入金に対して、金利スワップを行ってお

ります。

⑤　ヘッジ有効性評価方法

特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しております。

(3）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利によるリスクを有しておりますが、取引相手先は高格付を有する金融機関に限

定している信用リスクはほとんどないと認識しております。

(4）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、経理

担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。

２　取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。
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④　退職給付

　当連結会計年度に係わる「退職給付関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を併用しております。また、退

職一時金制度については、平成10年４月から適格退職

年金制度（従業員退職金のおよそ50％）を採用してお

ります。

 

２．退職給付債務に関する事項（平成17年３月31日現在）

(単位：千円)

イ. 退職給付債務 △115,901

ロ. 年金資産 22,844

ハ. 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △93,056

ニ. 未認識数理計算上の差異 －

ホ. 未認識年金資産 △1,629

ヘ.
貸借対照表計上純額

（ハ＋ニ＋ホ）
△94,685

ト. 前払年金費用 －

チ. 退職給付引当金(ヘ―ト) △94,685

３．退職給付費用に関する事項（自平成16年４月１日　至

平成17年３月31日）

(単位：千円)

イ. 勤務費用 35,174

ロ. 利息費用 1,727

ハ. 期待運用収益 －

ニ. 過去勤務債務 △3,599

ホ. 数理計算上の差異の費用処理額 △352

へ.
退職給付費用

(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)
32,950

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ. 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ. 割引率 2.0 ％

ハ. 期待運用収益率 0 ％

ニ. 数理計算上の差異および

過去勤務債務の額の処理年数

発生年度に全額

費用処理する
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⑤　税効果会計

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

（繰延税金資産）

税務上の繰越欠損金 776,026千円

退職給付引当金 37,779

未払賞与 19,350

投資有価証券評価損及び
ゴルフ会員権評価損

43,640

貸倒引当金 53,210

貯蔵品評価損 16,398

未払事業税等 15,055

その他 11,200

小計 972,660

評価性引当額(控除) △834,139

繰延税金資産合計 138,521

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △60,567

繰延税金負債合計 △60,567

繰延税金資産（負債）の純額 77,954

（繰延税金資産）

税務上の繰越欠損金 418,828千円

退職給付引当金 46,860

未払賞与 25,326

投資有価証券評価損及び
ゴルフ会員権評価損

37,633

貸倒引当金 20,788

固定資産減損損失 9,672

貯蔵品評価損 16,398

商品評価損 12,280

未払事業税等 6,956

その他 4,783

小計 599,529

評価性引当額(控除) △460,518

繰延税金資産合計 139,010

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △43,312

繰延税金負債合計 △43,312

繰延税金資産（負債）の純額 95,698

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7(％)

(調整)  

住民税均等割等 45.9

評価性引当金 △112.9

その他 0.6

税効果会計適用後の法人

税等の負担率
△25.7

法定実効税率 40.7(％)

(調整)  

住民税均等割等 24.9

評価性引当金 △41.5

その他 0.7

税効果会計適用後の　　

法人税等の負担率
24.8

⑥　持分法損益等

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等について

は、利益基準および利益剰余金基準等からみて重要性が乏

しいため、記載を省略しております。

　――――――

　(注）　当事業年度は、連結財務諸表を作成しているため、財務諸表に係る持分法投資損益に関する注記は記載しており

ません。
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⑦　関連当事者との取引

　当連結会計年度に係わる「関連当事者との取引」については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　子会社

会社等の名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

㈱ジャパンケ

アフーズ 

北海道 

札幌市 
30

在宅老人への

給食事業

（所有）

直接

100％

役員４名 －

仕入

受取利息

資金の貸付

76,811

274

13,000

未払金 6,791

㈱ジャパンケ

アブレーン 

北海道 

札幌市 
10

労働者派遣及

び有料職業紹

介事業

（所有）

直接

100％

役員５名 －

商品の販売

仕入

受取利息

資金の貸付

7

157,343

177

18,000

未払金

貸付金

13,790

18,000

㈱ジャパンケ

アフレンズ 

北海道 

札幌市 
200

紙おむつの製

造及び販売事

業 

（所有）

直接

100％

役員４名 －

仕入

受取利息

資金の貸付

123

1,209

213,000

買掛金 37

(注)上記金額の取引金額および期末残高には、消費税等が含まれております。

 

　役員及び個人主要株主等

属性 氏　 名 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有(被
所有)割合

(％)

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員 対馬徳昭

北海道

札幌市
―

社会福祉法人ノテ福祉会

理　事　長

17.5

商品の販売

出向料の支払

※1

※1

6,248

900
売掛金 1,673

北海道

札幌市
―

学校法人つしま記念学園

理　事　長

商品の販売

教育事業

出向料の支払

※2

※2

※2

744

91,646

4,510

売掛金 7,834

北海道

札幌市
―

財団法人

老齢健康科学研究財団

会　　　長

寄付金

※3

1,200

売掛金 18,000
商品の販売 18,000

北海道

札幌市
―

㈱つしまマネージメント

代表取締役

工事売上

施設利用料
※4

144,900

6,300
前払費用 3,200

監査役 佐藤良雄
北海道

札幌市
―

ＳＡＴＯ行政書士法人

代　表　社　員
0.1 事務手数料 ※5 378 － －

監査役 石原美智子
岐阜県

岐阜市
―

㈱新生メディカル

代表取締役
0.1 商品の販売 ※6 31,678 売掛金 29,740

(注)上記金額の取引金額および期末残高には、消費税等が含まれております。

　　※1 社会福祉法人ノテ福祉会(老人施設運営)との取引であり、市場価格を勘案して、一般の取引条件と同様に決定し

ております。

　　※2 学校法人つしま記念学園(専門学校運営)との取引であり、市場価格を勘案して、一般の取引条件と同様に決定し

ております。

　　※3 財団法人老齢健康科学研究財団(寄付行為に定めた事業)との取引であり、市場価格を勘案して、一般の取引条件

と同様に決定しております。

　  ※4 ㈱つしまマネージメント(福利厚生施設の維持管理に関する業務）との取引であり、市場価格を勘案して、一般の

取引条件と同様に決定しております。

　  ※5 ＳＡＴＯ行政書士法人(労務管理事務）との取引であり、市場価格を勘案して、一般の取引条件と同様に決定して

おります。

　  ※6 ㈱新生メディカル(訪問介護事業）との取引であり、市場価格を勘案して、一般の取引条件と同様に決定しており

ます。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 461.35 円

１株当たり当期純利益金額 29.30 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 29.24 円

１株当たり純資産額 485.61 円

１株当たり当期純利益金額 27.43 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 27.37 円

　（注）１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

前事業年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(千円) 241,181 226,605

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 241,181 226,605

期中平均株式数(千株) 8,232 8,261

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額(千円） － －

普通株式増加数（千株） 15 18

（うち、新株予約権（千株）） （15） （18） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

旧商法第280条ノ19の規定に基づ

く新株引受権2種類(新株予約権の目

的となる株式の数18,000株)および

新株予約権２種類（新株予約権の

数510個）。

旧商法第280条ノ19の規定に基づ

く新株引受権1種類(新株予約権の目

的となる株式の数8,000株)および新

株予約権２種類（新株予約権の数

495個）。

－ 26 －



（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　（セントケア株式会社との経営統合の見送りについて）

当社とセントケア株式会社は平成17年２月28日の基本

合意以来、平成17年10月に予定しておりました経営統合

に向け、協議を重ねてきましたが、平成17年５月２日開

催の取締役会決議に基づき、本統合を見送ることとし、

両社合意いたしました。

　――――――
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７．役員の異動

１．代表者の異動

代表取締役等の異動につきましては、平成18年４月21日に開示済みであります。

 

２．その他の役員の異動

新任取締役候補　久保田秀美（現　執行役員東北支社長）

 

３．就任予定日

平成18年６月29日
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