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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （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 8,179 (　─　) 50 (　─　) 2 (　─　)

17年３月期 ─ (　─　) ─ (　─　) ─ (　─　)

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 97 ( ─ ) 11 79 11 76 2.5 0.0 0.0

17年３月期 ─ ( ─ ) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

（注）①期中平均株式数（連結） 18年３月期 8,261,683株 17年３月期 ─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平成18年３月期より連結財務諸表を作成し
ているため記載しておりません。

(2）連結財政状態 （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 7,908 3,863 48.8 467 61

17年３月期 ─ ─ ─ ─ ─

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

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 457 △61 △281 1,720

17年３月期 ─ ─ ─ ─

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ４社 持分法適用非連結子会社数 ─社 持分法適用関連会社数 ─社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ４社 （除外） ─社 持分法（新規） ─社 （除外） ─社

２．平成19年３月期の連結業績予想（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

百万円 百万円 百万円

中間期 4,100 10 △30

通　期 9,100 100 15

（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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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社および子会社４社から構成されております。

　当社は、訪問介護サービス、通所介護サービス、訪問看護サービス、福祉用具の販売およびレンタル、大人用紙オム

ツの販売、高齢者向住宅リフォーム事業、ケア付住宅事業、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）事業、介護

付有料老人ホーム事業、教育事業を主たる業務としております。

　子会社である株式会社ジャパンケアフーズは通所介護サービスに係る利用者に対する食事の提供およびグループホー

ムへの夕食食材の提供を行っております。株式会社ジャパンケアブレーンは、社会福祉施設等への介護者派遣事業、有

料職業紹介事業を行っております。株式会社ジャパンケアフレンズは社会福祉施設、医療機関等への業務用紙オムツの

販売等を行っております。

　また、中央区佃高齢者介護福祉サービス株式会社は、東京都中央区が所有する高齢者複合施設「相生の里」の運営等

を行っております。

　なお、当社は平成16年４月１日付けで連結子会社の合併・会社分割を行い、それ以降は連結対象子会社が無かったた

め連結財務諸表を作成しておりませんでしたが、非連結子会社の業績が計画を上回り重要性が増したため平成18年3月期

中間会計期間より連結対象子会社とし連結決算を行うことといたしました。

　以上述べた事項を事業系統図により示すと次のとおりであります。

　【事業系統図】

 ＜当社＞ 

㈱ ジ ャ パ ン ケ ア サ ー ビ ス 

訪 問 介 護 サ ー ビ ス 

訪 問 看 護 サ ー ビ ス 

福 祉 用 具 ・ 販 売 ・ レ ン タ ル 

大 人 用 紙 オ ム ツ 販 売 

ケ ア 付 住 宅 

介 護 付 有 料 老 人 ホ ー ム 

認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 

＜連結子会社＞ 

㈱ ジ ャ パ ン ケ ア フ ー ズ 

食事･食材の提供 

＜連結子会社＞ 

㈱ジャパンケアブレーン 

介護者の派遣･紹介 

＜連結子会社＞ 

㈱ジャパンケアフレンズ 

業務用紙オムツ販売 

介護サービス利用者 一般顧客 自治体 社会福祉施設等 医療機関 

＜連結子会社＞ 

中央区佃高齢者介護 

福祉サービス㈱ 

介護施設の運営 

 

居 宅 介 護 支 援 事 業 業 

訪 問 介 護 サ ー ビ ス 

ケ ア プ ラ ザ 

通 所 介 護 サ ー ビ ス 

教 育 事 業 

居 宅 介 護 支 援 事 業 通 所 介 護 サ ー ビ ス 

ケ ア ハ ウ ス 

認知症対応型共同生活介護 
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（注）当社グループにおける在宅サービス事業所の地域分布は以下のとおりであります。 

平成１７年３月期 平成１８年３月期

区　分 合計
構成比
(％)

区　分 合計
構成比
(％)

ヘル
パース
テー
ション

訪問看
護ス
テー
ション

デイ
サービ
スセン
ター

グルー
プホー
ム

ケア付
住宅等   

ヘル
パース
テー
ション

訪問看
護ス
テー
ション

デイ
サービ
スセン
ター

グルー
プホー
ム

ケア付
住宅等   

北海道地区 18 6 1 2 2 29 25.0 17 3 1 2 3 26 22.2

東北地区 10 1 3 － － 14 12.1 10 1 4 － － 15 12.8

関東地区 59 3 6 4 － 72 62.1 61 3 6 5 1 76 65.0

中部地区 1 － － － － 1 0.8 － － － － － 0 0.0

合計 88 10 10 6 2 116 100.0 88 7 11 7 4 117 100.0

平成１８年４月期

区　分 合計
構成比
(％)

ヘル
パース
テー
ション

訪問看
護ス
テー
ション

デイ
サービ
スセン
ター

グルー
プホー
ム

ケア付
住宅等   

北海道地区 17 3 1 2 3 26 18.7

東北地区 10 1 4 － － 15 10.8

関東地区 82 3 6 5 1 97 69.8

中部地区 1 － － － － 1 0.7

合計 110 7 11 7 4 139 100.0

※各地区の都道府県区分は以下のとおりであります。

北海道地区：北海道

東北地区　：青森県、秋田県、岩手県、福島県、宮城県、山形県

関東地区　：東京都、茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、栃木県、千葉県

中部地区　：愛知県、石川県、岐阜県、静岡県、富山県、長野県、新潟県、福井県、山梨県

※ケア付住宅等区分にはケア付住宅、介護付有料老人ホームの他、乙部町特別養護老人ホームが含まれています。
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２．経営方針

（1）会社の経営の基本方針

当社グループは、「豊かな高齢社会の建設を目指して」を会社の経営理念として、あらゆるハンディキャップをもっ

た高齢者が自立して在宅で生活出来るよう訪問介護サービス、訪問看護サービスを中心として介護に関する総合的なサー

ビスの提供を目指しております。

また、介護に関するサービスを通じ地域社会により密着した安心のできるサービスシステムの構築と、公共的重要性

を常に自覚し、高齢社会に向かって福祉を通じて企業としての社会的貢献と責任を果たすことを基本方針としております。

（2）会社の利益配分に関する基本方針

当社は株主尊重を第一義として考え、株主に対して業績動向、株主資本利益率、配当性等を考慮の上、増配または株

式分割等によって積極的に利益還元を行っていく方針であります。

（3）投資単位の引下げに関する考え方および方針等　

当社は、投資単位の引下げが個人投資家の拡大を促進し、株式流通の活性化の為の有効な手段であることは認識して

おります。今後、業績や株価の推移等を総合的に勘案し対処する方針ですが、現段階において具体的な施策については

未定であります。

（4）目標とする経営指標

当社は、経営戦略遂行にあたり、景気や介護保険制度の動向に左右されずに収益を確保できる体質の構築を目標とし

ており、安定した自己資本比率（ROE）を確保するように努力いたします。

（5）中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題

平成12年４月１日から施行された介護保険法により、介護保険のサービスを受けることができる要介護認定者は既に

400万人を超え、導入初年度から５年間で２倍近く増加いたしました。また、介護保険の利用者が増えるとともに介護給

付費は導入初年度の３兆２千億円から平成18年度予算では約７兆円を超え、今後も高齢化が進むことにより20年後には

20兆円を超すであろうと予測されております。この中で最も懸念されているのが、急増する軽度利用者の取扱いであり

ます。

こうした情勢を背景として、予防重視型システムへの転換、施設給付の見直し、新たなサービス体系の確立、サービ

スの質の確保・向上、負担のあり方・制度運営の見直しを骨子とする「介護保険法等の一部を改正する法律」（改正介

護保険法）が平成17年６月29日に公布され、平成18年４月から施行されました。改正介護保険法では「介護予防」の考

え方が取り入れられ、要介護度の軽い人向けのサービスがこれまでの介護サービスから「新予防給付」という予防を重

視した新たなサービスに変ることとなりました。サービス基準や介護報酬について大幅な見直しが行われ、介護ビジネ

スを展開する事業者にとって大きな転換期を迎えることとなります。

当社グループではこの介護保険制度改正を、当社設立以来長年培ってきた中度・重度者に対する在宅ケアのノウハウ

を発揮するチャンスと捉え、全てのステーションにおいて中重度者を対象とした新アセスメント方式の導入および、巡

回型訪問介護の提供を推進してまいります。

介護職員の長期にわたる定期的、安定的な採用を行うべく、子会社の株式会社ジャパンケアブレ－ンと連携し応募者

のミスマッチを排除した効率的な採用方法を行ってまいります。

サ－ビスの質を担保する上でいままで以上に「社内研修」「非常勤ヘルパ－の稼働時間アップ」を行うとともに社員

の「人事・管理能力」の向上に注力いたします。

また、当社グループがジャパンケアグループ20年間の集大成として開発し、厚生労働省の「未来志向研究プロジェク

ト」として平成16年１月から東京都世田谷区でモデル実施してきました「ナイトケアパトロール」が、「地域密着型サー

ビス」の一つ「夜間対応型訪問介護」として改正介護保険法において導入されたことにより、このサービスが全国的に

普及する見通しです。当社は同サービスの開発者としての優位性を最大限に活かし、全国に積極的な事業展開を行い収

益基盤として育ててまいります。

（6）親会社等に関する事項

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。

なお、従来記載しておりました「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況」「内

部管理体制の整備、運用状況」は、今後開示を予定しているコーポレート・ガバナンスに関する報告書をご参考願います。

（7）その他経営上の重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状況

（1）経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業業績や設備投資の増加と雇用・所得環境の改善に支えられた個人

消費の持ち直しもあり、企業の景況感は穏やかな回復基調で推移いたしました。一方では、原油価格・原材料価格の高

騰が長期化していること等の不安材料も抱えております。

介護業界におきましては高齢化の進展による社会保障給付費の増大が懸念される中、介護保険法の改正が成立し、平

成18年４月から施行されました。

このような状況のもと、期初より中・重度要介護者の確保に向け営業を強化いたしましたが、新規利用者の伸び悩み

に加え「入院・入所・死亡」による既存利用者の減少により利用者数は、年度当初より下回りました。また、平成17年

10月より営業開始し連結子会社となりました中央区佃高齢者介護福祉サービス株式会社が運営する高齢者複合施設「相

生の里」において、開業費の発生、介護スタッフの確保不足による入居予定者の入居遅延により、連結予想業績を確保

できませんでした。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は8,179百万円、経常利益2百万円、当期純利益97百万円となりました。当連結

会計年度における事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

ホームケア事業につきましては売上高7,701百万円、営業利益514百万円となりました。

商品販売事業につきましては売上高97百万円、営業利益45百万円となりました。

その他事業につきましては売上高706百万円、営業損失89百万円となりました。

なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度との比較は行っておりません。

 

（2）財政状態

（当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況）

当連結会計年度における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、資金の増加が114百万円あったことや、新

規連結に伴う資金の増加が135百万円あったこと等から、当連結会計年度の資金の残高は1,720百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、457百万円となりました。これらは主に税金等調整前当期純利益の計上117百万円、減

価償却費253百万円および売上債権の減少額221百万円等が計上されたことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は61百万円となりました。投資有価証券の売買による収入が463百万円、支出が487百万円

あったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は、281百万円となりました。これは長期借入金の返済による支出281百万円によるもので

あります。

なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、各キャッシュ・フローにおける前年対比は行っており

ません。

 

（3）次期の見通し

介護ビジネス業界におきましては、高齢化の進展によりサービス利用者が増加し、引続き市場の拡大傾向が見込まれ

ます。

こうした中、事業所の利用者確保のため営業力の強化を図るとともに、「夜間対応型訪問介護」の全国展開を新規・

収益事業の柱として積極的に推進いたします。改正介護保険法施行後の巡回型サービス拡大と「サービスの質の向上」

を見据え、専門性の高いスタッフの育成・確保に取り組んでまいります。

以上により、通期の連結業績の見通しにつきましては、売上高9,100百万円、経常利益100百万円、当期純利益15百万

円を見込んでおります。

 

（4）事業等のリスク

当社グループは、主要な事業であるホームケア事業を介護保険制度のもとで展開しております。この制度は５年に一

度法令全般が改定され、また３年に一度介護報酬が改定されることとなっているため、当社グループはこの制度の変更

により現在行っている事業の成長性・採算性等に影響を受ける可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※１ 1,727,351

２．受取手形及び売掛金 1,037,133

３．完成工事未収入金 4,759

４．たな卸資産 9,616

５．繰延税金資産 139,010

６．その他 107,122

貸倒引当金 △23,863

流動資産合計 3,001,130 38.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※1.2 2,180,232

減価償却累計額 △584,643 1,595,589

(2）土地 ※１ 1,155,588

(3）その他 21,673

減価償却累計額 △15,307 6,366

有形固定資産合計 2,757,544 34.9

２．無形固定資産

(1）ソフトウエア 109,160

(2）その他 212,519

無形固定資産合計 321,679 4.0

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※１ 816,819

(2）長期貸付金 7,762

(3）長期未収入金 564,534

(4）その他 497,148

貸倒引当金 △58,552

投資その他の資産合計 1,827,712 23.1

固定資産合計 4,906,936 62.0

資産合計 7,908,066 100.0
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当連結会計年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 90,682

２．工事未払金 4,727

３．短期借入金  500,000

４．一年以内に返済予定の長
期借入金

※１ 356,145

５．未払法人税等 96,216

６．未払金 336,548

７．その他 165,549

流動負債合計 1,549,870 19.6

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 2,130,992

２．繰延税金負債 43,312

３．退職給付引当金 121,951

４．その他 198,915

固定負債合計 2,495,170 31.6

負債合計 4,045,040 51.2

（少数株主持分）

少数株主持分 － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 3,030,859 38.3

Ⅱ　資本剰余金 683,343 8.6

Ⅲ　利益剰余金 86,048 1.1

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 63,106 0.8

Ⅴ　自己株式　 ※５ △331 △0.0

資本合計 3,863,025 48.8

負債、少数株主持分及び資
本合計

7,908,066 100.0
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(2）連結損益計算書

当連結会計年度
（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）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 8,179,883 100.0

Ⅱ　売上原価 6,765,373 82.7

売上総利益 1,414,510 17.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,363,797 16.7

営業利益 50,712 0.6

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 11,724

２．受取配当金 5,501

３．受取地代 6,191

４．その他 10,961 34,378 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 70,094

２．投資組合運用損 2,459

３．その他 9,920 82,474 1.0

経常利益 2,616 0.0

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 223,201

２．営業譲渡益 10,000 233,201 2.8

Ⅶ　特別損失

１．商品評価損 30,181

２．固定資産除却損 2,531

３．減損損失 ※２ 23,771

４．投資有価証券評価損 1,529

５．開業費償却 60,528 118,542 1.4

税金等調整前当期純利益 117,275 1.4

法人税、住民税及び事業
税

76,234 0.9

法人税等調整額 △488 △0.0

少数株主損失 55,870 0.7

当期純利益 97,401 1.2
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(3）連結剰余金計算書

当連結会計年度
（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）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 3,025,259

Ⅱ　資本剰余金減少高  

資本剰余金取崩額 2,341,915 2,341,915

Ⅲ　資本剰余金期末残高 683,343

    

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △2,333,769

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 97,401  

２．資本金剰余金取崩額 2,341,915 2,439,316

Ⅲ　利益剰余金減少高  

新規連結に伴う剰余金
減少高

19,499 19,499

Ⅳ　利益剰余金期末残高 86,048
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

当連結会計年度
（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）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益 117,275

減価償却費 253,879

退職給付引当金の増減額 22,118

貸倒引当金の増減額 12,764

受取利息及び受取配当金 △17,225

支払利息 70,094

固定資産除却損 2,531

減損損失 23,771

商品評価損 30,181

開業費償却 60,528

投資有価証券評価損 1,529

投資有価証券売却益 △223,201

売上債権の増減額 221,691

たな卸資産の増減額 △64

仕入債務の増減額 △66,241

その他 83,802

小計 593,436

利息及び配当金の受取額 5,746

利息の支払額 △62,462

法人税等の支払額 △79,210

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

457,508
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当連結会計年度
（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）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

拘束性預金の増減額 ※ △6,960

有形固定資産の取得によ
る支出

△30,360

投資有価証券の取得によ
る支出

△487,536

投資有価証券の売却によ
る収入

463,521

貸付による支出 △4,153

貸付金の回収による収入 7,971

その他 △4,300

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△61,819

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

長期借入金の返済による
支出

△281,060

自己株式の取得による支
出

△331

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△281,391

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額

114,298

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残
高

1,470,113

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増加額

135,980

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残
高

※ 1,720,391
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　４社

連結子会社の名称

株式会社ジャパンケアフーズ

株式会社ジャパンケアブレーン

株式会社ジャパンケアフレンズ

中央区佃高齢者介護福祉サービス株式会

社　　　　　　　　

上記連結子会社４社は、当連結会計年度

において重要性が増したため、連結の範囲

に含めることといたしました。 

なお、中央区佃高齢者介護福祉サービ

ス株式会社は平成17年10月１日より事業を

開始したため、同日から連結の範囲に含め

ております。 

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用した非連結子会社数

持分法を適用した非連結子会社はありま

せん。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

すべての連結子会社の事業年度は、連結

決算日と一致しております。
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当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

＜時価のあるもの＞

決算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。

＜時価のないもの＞

移動平均法による原価法

②たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法
 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①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

その他　　　　　　　　　２～15年

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア(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。
 

(3）繰延資産の処理方法 開業費

開業費は発生年度に一括費用処理してお

ります。

(4）重要な引当金の計上基準 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。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、当連結会計

年度の費用として一括処理しております。 
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当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （会計方針の変更）　

当連結会計年度より「『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。
 

(5）重要なリース取引の処

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。
 

(6）重要なヘッジ会計の方法 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。

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。
 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及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、たな卸資産に係る控除対象外消費

税等は当連結会計年度の費用として処理し

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。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については、20年間

の均等償却を行っております。
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当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、当連結会計年度中

に確定した利益処分に基づいて作成してお

ります。

８．連結キャッシュ・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およ

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。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当連結会計年度
（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）

当連結会計年度より、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、改正後の連結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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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．担保資産

（1）担保に供している資産

預金 15,147 千円

建物 1,374,621 千円

土地 1,119,841 千円

構築物 5,327 千円

投資有価証券(株式) 44,000 千円

計 2,558,937 千円

（2）担保資産に対する債務

一年以内に返済予定の

長期借入金
272,352 千円

長期借入金 1,868,956 千円

計 2,141,308 千円

※２．圧縮記帳

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。

３．保証債務

下記のとおり、取引先の銀行借入金に対して債務の

保証を行っております。

医療法人社団　幸北病院 13,326 千円

※４．当社グループの発行済株式総数は、普通株式

8,262,000株であります。

※５．当社グループが保有する自己株式の数は、普通株

式838株であります。
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（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給与手当 253,545 千円

リース料 166,038 千円

租税公課 161,093 千円

貸倒引当金繰入額 19,092 千円

退職給付費用 4,320 千円

※２. 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

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

当社グループは、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。当連結会計年

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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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と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18年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,727,351

預入期間が３か月を超える定期預

金及び拘束性預金
△6,960

現金及び現金同等物 1,720,391
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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（平成18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

当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（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 404,753 504,892 100,138

（2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

（3）その他 10,200 16,480 6,280

小計 414,953 521,372 106,418

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 414,953 521,372 106,418

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日　至　平成18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）

463,521 223,201 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

（1）子会社株式および関連会社株式 －

（2）その他有価証券

非上場株式 278,034

その他 17,412

合　計 295,446

　（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

当連結会計年度（平成18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 － 16,480 － －

合計 － 16,480 － －

③　デリバティブ取引

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは、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18年３月31日現在）

(単位：千円)

イ. 退職給付債務 △149,600

ロ. 年金資産 30,318

ハ. 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △119,282

ニ. 未認識数理計算上の差異 ─ 

ホ. 未認識年金資産 ─ 

ヘ.
連結貸借対照表計上純額

（ハ＋ニ＋ホ）
△119,282

ト. 前払年金費用 2,669

チ. 退職給付引当金(ヘ―ト) △121,951

３．退職給付費用に関する事項（自平成17年４月１日　至

平成18年３月31日）

(単位：千円)

イ. 勤務費用 33,800

ロ. 利息費用 2,318

ハ. 期待運用収益 ─ 

ニ. 過去勤務債務 ─ 

ホ. 数理計算上の差異の費用処理額 1,895

へ.
退職給付費用

(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)
38,014

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

当連結会計年度
（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

（繰延税金資産）

税務上の繰越欠損金 494,634 千円

退職給付引当金 48,581

未払賞与 25,678

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 677,408

評価性引当額(控除) △538,397

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

法定実効税率 40.7 (％)

(調整)  

交際費損金不算入等 3.8

住民税均等割等 64.5

評価性引当金 △50.1

連結調整に係る項目 6.1

その他 △0.9

税効果会計適用後の法人

税等の負担率
64.1
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

ホームケア事
業

（千円）

商品販売事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
7,701,484 97,139 381,260 8,179,883 ─ 8,179,883

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
2 ─ 324,980 324,983 △324,983 ─ 

計 7,701,487 97,139 706,240 8,504,866 △324,983 8,179,883

営業費用 7,186,942 51,519 796,010 8,034,472 94,698 8,129,170

営業利益（又は営業損

失）
514,544 45,619 △89,769 470,394 △419,681 50,712

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出

資産 4,824,153 ─ 180,937 5,005,091 2,902,975 7,908,066

減価償却費 231,388 ─ 20,426 251,815 2,064 253,879

資本的支出 47,812 ─ 1,317 49,130 △10,686 38,443

　（注）１．事業区分は、事業の種類、性質類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な業務・商品

事　業　区　分 主　要　な　業　務・商　品

ホームケア事業

訪問介護訪問看護サービス等による人的役務提供による収入、

福祉用具の販売、大人用紙オムツの販売、レンタルサービス、

高齢者向住宅リフォーム、ケア付住宅家賃、有料老人ホーム

収入等

商品販売事業 ホームケア事業以外の商品販売

その他事業
ソフトウエア販売、高齢者向住宅以外の建設工事、人材派遣

事業、ＦＣ事業、教育事業、飲食業等

　　　　３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は3,106,257千円であり、その主なものは、当社での余資

運用資金（現金及び定期預金等）及び管理部門に係る資産であります。

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は403,096千円であり、その主なものは当社

の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）において、海外売上高がないため該当事項

はありません。
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⑦　関連当事者との取引

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　子会社等

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

中央区佃高齢者介

護福祉サービス㈱

東京都

中央区
100

 老人福祉施

設の運営及

び居宅サー

ビス事業

（所有）

 

44％

役員３名 －
業務委託料

営業権譲渡

10,757

10,500

売掛金

未収入金

仮払金

関係会社株式

10,757

14,647

400

44,000

(注)1.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。

    2.中央区佃高齢者介護福祉サービス㈱は、平成17年10月１日より事業を開始したため、同日から連結の範囲に含め

　　　ており、取引金額および期末残高は平成17年９月30日時点のものであります。

 

　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 ※1 10,275 売掛金 3,294

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 ※2 12,113 売掛金 630

北海道

札幌市
―

財団法人

老齢健康科学研究財団

会　　　長

出向料

※3

3,150

売掛金 350その他営業取引

以外の取引
1,241

北海道

札幌市
―

㈱つしまマネージメント

代表取締役

施設使用料

会議費
※4

13,133

100
前払費用 7,333

(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。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（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 467.61 円

１株当たり当期純利益金額 11.79 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 11.76 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。

当連結会計年度
(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) 97,401

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) 97,401

期中平均株式数(千株) 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） 18

（うち、新株予約権（千株）） （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）。
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（重要な後発事象）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

（１） 商品仕入実績

当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

  （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

ホームケア事業 578,239 ─

商品販売事業 51,519 ─

その他の事業 47,091 ─

 合計 676,850 ─

（注）１．金額は仕入価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので前年同期比の記載を省略しております。

（２） 販売実績

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

  （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

ホームケア事業 7,701,484 ─

商品販売事業 97,139 ─

その他の事業 381,260 ─

 合計 8,179,883 ─

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので前年同期比の記載を省略しております。

３．商品仕入実績及び販売実績に係る事業の種類別セグメントごとの金額は、外部顧客に対する金額であります。
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