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平成 18 年３月期   決算短信（非連結） 
平成18年５月22日 

上場会社名 株式会社ケアサービス 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス） 

コード番号 2425 本社所在都道府県 東京都 

（URL  http://www.care.co.jp） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長 氏名 福原 敏雄  

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 氏名 岩原  満 TEL 03(5713)1611 

決算取締役会開催日 平成18年５月22日 中間配当制度の有無 有 

配当支払開始予定日 平成－年－月－日 定時株主総会開催日 平成18年６月29日 

単元株制度採用の有無 無   

 
１．18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                                （記載金額は百万円未満切捨て） 

 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 3,669 (17.8) 61 (  －)   44 (  －) 

17年３月期 3,114 (17.4)   △2 (   －) △47 (    －) 
 
 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 △39 (  －) △3,898 86 －  － △10.1 2.8 1.2 

17年３月期 △39 (   －) △4,945 20     －  － △12.4 △3.0 △1.5 

（注）①持分法投資損益  18年３月期 －百万円   17年３月期 －百万円 
   ②期中平均株式数  18年３月期   10,080株  17年３月期  7,941株 
   ③会計処理の方法の変更  有 
   ④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 
   
（2）配当状況 

 １株当たり年間配当金 

  中 間 期 末 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
株 主 資 本 
配 当 率 

 円   銭    円   銭    円   銭 千円 ％ ％ 

18年３月期   0  00 0  00 0  00    －     －     － 

17年３月期   0  00 0  00 0  00    －     －     － 
  
（3）財政状態 

 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 1,493 381 25.6 36,373 18 

17年３月期 1,732 396 22.9 44,024 32 

（注） ①期末発行済株式数 18年３月期 10,500株 17年３月期 9,000株  
 ②期末自己株式数 18年３月期   － 株 17年３月期  － 株  
  
（4）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 

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 20 △75 △221 418 

17年３月期 △99 △172 402 696 

  
２．19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） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 通 期  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期   1,830    △28    △23 0  0 － －  

通  期   3,750      13      0  －  0  0     0  0 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）0円 0銭 
 

※ 上記の業績予想につきましては、現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在

しているため、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料７ページをご参照

下さい。 
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１．企業集団の状況 

該当事項はありません。 

 

2. 

（1）経営の基本方針 

当社は、最高のサービスと心のこもった行動を通じてお客様の満足を追求し豊かな社会の実現に貢献することを

経営理念として掲げ事業を展開してまいりました。 

この経営理念のもと、高齢化社会の進展に伴い拡大が予想される介護業界において、首都圏を中心とした地域密

着型企業としてブランドを確立するとともに、株主、地域社会、ご利用者及び従業員等すべてのステークホルダー

にとって価値ある企業となることを目指しております。 

 

（2）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置づけており、株主配当につきまし

ては、中長期的な事業計画に基づき、設備投資及び再投資のための内部資金の確保と安定的な配当を実施すること

を基本方針としております。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の流動性確保のため、業績向上や財政状態に応じて株式分割を検討するなど、投資単位の適正な水

準とするための検討を積極的に行ってまいります。 

 
（4）目標とする経営指標 

当社は当面の間は経常利益率10％達成を経営目標としていく方針でありますが、中長期的には収益性と資本効率

を高めて総合的な企業価値を増大させるという観点からＲＯＥを重要な経営指標と定めていく方針であります。 
 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、前述の「(1) 経営の基本方針」を具現化するために以下を中長期的な経営戦略として位置づけておりま

す。 

 

① 介護事業におけるデイサービス施設数の増加 

都内23区へのドミナント戦略による集中と事業内容の深化に取り組んでまいります。 

 

② エンゼルケア事業の営業基盤の充実 

介護保険制度改定の影響を受けない収益源として、更なる営業基盤の充実とサービスの向上を目指し、取引先 

である葬儀社及び互助会との良好な関係の維持発展を図ってまいります。 

 

③ 地域密着型の多機能拠点の構築 

ご利用者のニーズに最適なサービスメニューを継続して提供できる拠点の構築を目指します。 

 

④ サービスの質の向上 

人材開発と理念の浸透のため教育の充実を図り、技術の向上はもとより、従業員の意識の統一に力点を置きます。 

また、積極的に第三者評価を取り入れて公平な視点からの質の向上に取り組み実践していきます。 
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（6）会社の対処すべき課題 

① サービス拠点の展開 

当社は、首都圏にデイサービス施設を主体としたサービス拠点を展開しておりますが、新規参入業者も多く、競

争の激化が予想されます。つきましては、新規出店にあたりマーケティングリサーチへの取り組みを強化するとと

もに、デイサービス施設を中心として訪問入浴サービス、訪問介護サービスも合わせて推進してまいります。 

② 人材教育 

当社では、人的資源の確保を重要な課題と考え、人材の育成及び優秀なスタッフの登用を積極的に行い、それに

伴う教育制度の拡充を進めてまいります。 

エンゼルケアサービス事業におきましては、ご葬儀に付帯するサービスであることから、取引先である互助会及

び葬儀社との良好な関係を続けるために、社内研修を充実することにより技術の向上に取り組んでまいります。 

③ 情報システムの充実 

今後の事業拡大に備えて、業務の標準化、効率化を図るとともに、介護保険制度の見直しに迅速な対応ができる

よう、情報システムの構築に取り組んでまいります。 

 

（7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

① コーポレート･ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社におけるコーポレート・ガバナンスとは、会社の意思決定機関である取締役会の活性化、経営陣に対する監視

及び不正を防止する仕組みであると考えております。 

また、円滑な企業経営のために行うあらゆる手段はコーポレート・ガバナンスの対象であり、企業に関わる利害関

係者（株主、取引先、ご利用者など）に対し企業の透明性を高めることで、企業価値を高め、公正な経営を実現する

ことと考えております。 

② コーポレート･ガバナンスに関する施策の実施状況 

（内部統制の状況に係る概略図） 
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（経営管理組織その他のコーポレーション・ガバナンス体制の状況） 

当社は、経営の公平性及び透明性の確保を重要課題と認識し、その実現に向けた経営管理体制を作るため、監査

役制度を採用しております。 

1）取締役会 

会社の意思決定機関としての取締役会は毎月定期的に開催され、会社の経営状況、経営計画の進捗状況等が遅

滞なく把握されているほか、会社の重要事項に対しては、定款、社内規程に基づき、取締役会の決議により決定

されております。また、必要に応じて適宜臨時取締役会が招集され、経営上の意思決定及び適切な対応が迅速に

行われております。 

 

2）監査役制度 

当社の監査役監査につきましては、取締役会やその他重要な会議に出席するほか、取締役の職務執行に対して

適時適切な監査が行われております。また、監査法人及び内部監査との連携を図り、会社全般にわたる監査が実

施できる体制となっております。 

 

3）内部監査 

社長直轄の内部監査室は、監査役、監査法人と連携を図り、会計帳票、決裁書類、契約書等の重要書類の閲覧、

確認を行なっております。そして、関係法令や社内規程に照らして適正に業務が行なわれているか、管理部門は

もとより、事業所を含めた全ての部署に対して訪問・調査を行なっております。 

 

4）経営会議 

業務執行に係る経営課題を協議決定する場として、取締役、常勤監査役及び事業部責任者により構成される経

営会議を月２回開催し、重要事項に係る報告、検討及び重要案件の決定など経営上の意思決定を行っております。 

 

5）会計監査 

会計監査は、三優監査法人と監査契約を結び、期末監査に偏ることなく、期中を通じて満遍なく会計監査が実

施されております。なお、業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人、当社に係る継続監査年数及び

監査業務の補助者の構成は以下のとおりであります。 

（業務を執行した公認会計士） （所属する監査法人）  

業務執行社員 杉田 純 三優監査法人  

業務執行社員 久保 幸年 三優監査法人  

（注）継続監査年数については、全員７年以内のため、記載を省略しております。 

監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、会計士補２名及びその他１名であります。 

 

6）役員報酬及び監査報酬 

・役員報酬の内容 

取締役に支払った報酬  66,717千円  

監査役に支払った報酬 11,145千円 （うち社外監査役 2,745千円） 

計 77,862千円  

・監査報酬の内容 

監査契約に基づく監査証明に係る報酬 10,000千円  

   

（会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要） 

当社では、社外監査役につきましては、藤好優臣氏を招聘しておりますが、監査役藤好優臣氏と当社及び当社取

締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。 
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（会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間における実施状況） 

1）内部統制システムの整備状況 

当社における内部統制につきましては、経営陣に対する監視、不正防止の見地から、常勤監査役、社外監査役を

選任し、株主に対する責任を重視した、チェック機能の強化に取り組んでおります。 

 

2）リスク管理の状況 

リスク管理につきましては、管理部が主管部署となり、リスクマネジメントやコンプライアンスに関する規程や

基準の整備を実施し、各部門会議及び経営会議等においてリスクとなる問題点を早期発見し、迅速な対応が取れる

体制を整えております。 

また、平成17年４月１日施行の「個人情報保護法」に伴い、同法を遵守するための具体的な諸施策について全社

員に周知徹底を図りました。 

 

3）内部管理体制の整備・運用の状況 

コンプライアンスの徹底を図るため、株式上場を機に、自社株売買の留意点について研修を実施し、インサイ

ダー取引防止の徹底に努めております。 

また、コンプライアンスの基盤となる社内規程については、毎月、外部講師を招いてセミナーを開催し、周知徹

底を図るほか、適宜追加、改定を行なっております。 

 

（8）親会社等に関する事項 

  該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 

 当期におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加が進み、景況指数が順調に伸張する中、景気回復

がより鮮明になりました。 

 当業界におきましては、本年４月に介護保険制度の改正ならびに介護報酬の改訂が行われました。高齢化の伸展

による介護市場が拡大する中で、社会保障給付金の増大を懸念してのものですが、介護業界を取り巻く経営環境は、

益々厳しさを増す状況となっております。 

 当社は、介護事業部において、介護保険法に基づく通所介護サービス、訪問入浴サービス、訪問介護サービス、

居宅介護支援サービス及び福祉用具貸与を提供しております。  

 エンゼルケア事業につきましては、冠婚葬祭業の互助会及び葬儀社と契約を結び、主に湯灌サービス、ＣＤＣ

サービスを提供しております。故人の葬儀において、究極の介護としてお通夜の前に故人のお体を洗い清める「湯

灌」という儀式を執り行ない、化粧をし、旅支度を整えるサービスであります。取引先である互助会及び葬儀社が、

当社サービスをご採用いただき、連携して業績向上に努めてまいりました。 

 当社といたしましては、デイサービス施設を介護事業の中心事業に位置付けて、積極的に業容の拡大を図り邁進

してまいりました。 

 特に、デイサービス施設の展開は、この１～２年のシェア確保が急務であり、今後の優位性が決定されます。当

期における出店は、ドミナントエリアの拡充の一環として、デイサービスへの多様な地域のニーズに対応するべく、

地域密着型サービスとして認知症デイサービス施設を含む5施設を新規出店いたしました。 

また、企業体質強化と収益力の向上・安定化を第一として、総員経営を目指し施設稼働率の上昇、個々のデイ

サービス施設の収益構造に着手してまいりました。 

将来を考慮した人員体制の強化策として、定期・中途採用を積極的に行い、店舗運営の効率化・行政区域別の営

業推進を図るべくエリア制を導入し、また、店舗運営効率化のため、デイサービス施設1施設を近隣施設へ統廃合を

実施いたしました。 

以上の結果、当期の売上高は3,669百万円（前期比17.8％増）となりました。営業利益は61百万円（前年同期は営

業損失2百万円）、経常利益は44百万円（前年同期は経常損失47百万円）となりました。財務体質の健全化、店舗運

営の効率化による統廃合を図り、減損損失等合わせ、特別損失へ47百万円を計上及び過年度法人税等29百万円を計

上した結果、当期純損失は39百万円（前年同期は当期純損失39百万円）となりました。 

 

（2）財政状態 

当期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前期末に比べ277百万円減少し418百万円と

なりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローがマイナス75百万円となり、また、財務活動による

キャッシュ・フローがマイナス221百万円となったことによるものであります。 

 

当期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＞ 

当期における営業活動の結果、得られた資金は、20百万円となりました。 

これは主に、税引前純損失3百万円、減価償却費72百万円、減損損失12百万円等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＞ 

当期における投資活動の結果、減少した資金は75百万円となりました。 

これは主に、デイサービス施設の新設に係る有形固定資産の取得による支出70百万円、その他投資の増加によ

る支出27百万円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＞ 

当期における財務活動の結果、減少した資金は221百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の返済311百万円及び株式発行による収入24百万円等によるものであります。 

 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

 第13期 第14期 第15期 

自己資本比率 （％） 17.3 22.9 25.6 

時価ベースの自己資本比率 （％） － 93.5 125.9 

債務償還年数 （年） 15.3 － 40.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） 3.1 － 113.3 
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（注）１．各指標は、いずれも財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

ａ）自己資本比率：自己資本／総資産 

ｂ）時価ベースの自己資本比率：（期末株価終値×期末発行済株式総数）／総資産 

ｃ）債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

ｄ）インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

なお、算出した債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオがマイナスになる場合には記載

を省略しております。 

２．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

債を対象としております。また、利払いはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており

ます。 

 

（3）事業等のリスク 

① 法的規制（介護保険制度）について 

介護保険法は施行後５年に一度法律全般が改定され、また３年に一度介護報酬改定が行われることになっており

ます。法令の変更により、当社が現在行っている事業活動に支障をきたし、また採算性等に影響を受ける可能性が

あります。 

② 競合について 

平成12年４月の介護保険法施行を契機に介護保険制度に基づく地方自治体単位での介護サービスが開始され、医

療法人等の公的非営利主体および異業種を含めたさまざまな企業が参入しました。高齢化社会の進展に伴い要介護

認定者数の増加基調の継続が予想されるとともに、介護保険法の施行から６年が経過し、社会全般における介護保

険制度に対する認識が着実に深まりつつあります。このため、介護関連ビジネスの市場は今後の増加が予測され、

既存事業者の活動の活発化に加え、新規参入が再び激しくなってきております。したがって、今後の競争の激化に

伴い当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

エンゼルケア事業においては、湯灌サービスの認知度が高まることにより、他の事業者の参入により、競争が激

化する可能性があります。さらに葬儀形態の多様化により、湯灌サービスの利用が減少した場合、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

（4）次期の見通し 

平成１８年４月の介護保険制度の改定により、主力の通所介護サービス事業においては、介護報酬改定による影

響が予想されます。今期は、これに対応すべく小規模施設の改修・拡充を進め、集客力の向上等の諸施策を実施す

る事により、この影響を吸収して参りたいと考えております。 

以上により、次期の見通しにつきましては、売上高3,750百万円（前期比2.2％増）、経常利益13百万円、当期純

利益０百万円を見込んでおります。 
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４．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  710,526 418,834  △291,692

2．売掛金   499,539 566,332  66,792

3. 商品   ― 134  134

4．原材料   2,286 1,695  △590

5．前払費用   31,731 38,097  6,365

6．繰延税金資産   32,927 21,866  △11,060

7．未収還付法人税等   2,682 ―  △2,682

8．その他   4,366 5,451  1,084

貸倒引当金   △7,181 △7,360  △179

流動資産合計   1,276,878 73.7 1,045,050 70.0 △231,827

Ⅱ 固定資産     

（1）有形固定資産     

1．建物  374,099 406,614   

減価償却累計額  105,685 148,355   

減損損失累計額  ― 268,414 5,369 252,889  △15,524

2．車両運搬具  16,571 16,571   

減価償却累計額  15,742 828 15,742 828  ―

3．工具器具備品  21,802 12,839   

減価償却累計額  16,740 9,647   

減損損失累計額  ― 5,061 286 2,906  △2,154

4. 建設仮勘定   ― 573  573

有形固定資産合計   274,304 15.9 257,197 17.2 
 

△17,106

（2）無形固定資産     

1．ソフトウェア   10,647 10,047  △599

2．電話加入権   3,390 3,390  ―

無形固定資産合計   14,038 0.8 13,438 0.9 
 

△599

（3）投資その他の資産     

1．投資有価証券   2,000 2,000  ―

2．出資金   270 270  ―

3．破産更生債権等   12,864 12,864  ―

4．長期前払費用   31,328 27,124  △4,203

5．繰延税金資産   18,452 28,672  10,219

6．敷金保証金   98,737 101,555  2,818

7．会員権   15,881 15,881  ―

8．その他   ― 1,656  1,656

貸倒引当金   △12,489 △12,489  ―

投資その他の資産 
合計 

  167,043 9.6 177,534 11.9 10,491

固定資産合計   455,385 26.3 448,170 30.0 △7,214

資産合計   1,732,264 100.0 1,493,221 100.0 △239,042
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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
（％）

増減（千円） 
構成比 
（％） 

増減（千円）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

1．買掛金   61,594 70,278  8,683

2．短期借入金   30,000 15,000  △15,000

3．一年以内返済予定長
期借入金 

※１  306,065 217,470  △88,595

4．一年以内償還予定社
債 

  20,000 20,000  ―

5．未払金   33,374 16,243  △17,130

6．未払費用   83,805 84,371  565

7．未払法人税等   7,261 14,854  7,593

8．未払消費税等   11,070 6,333  △4,737

9．預り金   7,181 8,678  1,496

10. 前受収益    ― 1,408  

11．賞与引当金   22,391 25,361  2,969

12．その他   30 2,070  2,040

流動負債合計   582,774 33.6 482,070 32.3 △100,704

Ⅱ 固定負債     

1．社債   40,000 20,000  △20,000

2．長期借入金   678,850 556,370  △122,480

3．退職給付引当金   13,724 26,496  12,771

4．役員退職慰労引当金   20,696 22,436  1,740

5．その他   ― 3,931  3,931

固定負債合計   753,270 43.5 629,233 42.1 △124,037

負債合計   1,336,045 77.1 1,111,303 74.4 △224,741

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※２  192,625 11.1 205,125 13.7 12,500

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  125,575 138,075   12,500

資本剰余金合計   125,575 7.3 138,075 9.3 12,500

Ⅲ 利益剰余金     

当期未処分利益  78,018 38,718   

利益剰余金合計   78,018 4.5 38,718 2.6 △39,300

資本合計   396,218 22.9 381,918 25.6 △14,300

負債・資本合計   1,732,264 100.0 1,493,221 100.0 △239,042
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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．介護サービス収入  2,159,486 2,808,396   

2．エンゼルケアサービ
ス収入 

 954,741 3,114,228 100.0 860,885 3,669,282 100.0 555,054

Ⅱ 売上原価    

1．介護サービス原価   2,045,995 2,566,259   

2．エンゼルケアサービ
ス原価 

 642,127 2,688,123 86.3 599,742 3,166,001 86.3 477,878

売上総利益  426,104 13.7 503,280 13.7 77,176

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   

1．貸倒引当金繰入額  2,144 179   

2．役員報酬  81,793 77,862   

3．給与手当  116,875 124,700   

4．賞与  275 919   

5．賞与引当金繰入額  51 423   

6．退職給付費用  539 1051   

7．役員退職慰労引当金
繰入額 

 1,700 1740   

8．福利厚生費  28,364 30,939   

9．通信費  18,072 14,324   

10．消耗品費  14,823 10,072   

11．支払報酬  15,234 14,872   

12．支払手数料  25,422 26,153   

13．地代家賃  8,785 16,633   

14．賃借料  6,150 6,192   

15．減価償却費  4,134 4,116   

16．租税公課 ※１ 61,742 68,955   

17．その他  42,595 428,705 13.8 42,496 441,633 12.0 12,927

営業利益又は営業損
失（△） 

 △2,601 △0.1 61,647 1.7 64,248
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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） 

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）

Ⅳ 営業外収益    

1．受取利息  11 7   

2．受取配当金  13 18   

3．受取保険金  2,706 341   

4．債務整理益  2,550 ―   

5. 自動販売機収入  ― 1,026   

6. 実習生受入に伴う収
入 

 ― 660   

7．その他  2,948 8,229 0.3 623 2,676 0.0 △5,552

Ⅴ 営業外費用    

1．支払利息  21,504 16,381   

2．社債利息  1,854 1,433   

3．新株発行費  10,794 726   

4．上場関連費用  18,539 ―   

5．その他  1 52,694 1.7 1,190 19,731 0.5 △32,962

経常利益又は経常損
失(△) 

 △47,066 △1.5 44,592 1.2 91,658

Ⅵ 特別損失    

1．固定資産除却損 ※２ 276 1,779   

2．事業所閉鎖損失  2,181 22,947   

3.退職給付債務移行差
異 

 ― 9,964   

4. 減損損失 ※３ ― 2,458 0.1 12,915 47,607 1.3 45,149

税引前当期純損失
(△) 

 △49,524 △1.6 △3,015 △0.1 46,508

法人税、住民税及び
事業税 

 5,428 6,220   

過年度法人税、住民
税及び事業税 

 ― 29,223   

法人税等調整額  △15,682 △10,254 △0.3 840 36,284 1.0 46,538

当期純損失(△)  △39,269 △1.3 △39,300 △1.1 △30

前期繰越利益  117,288 78,018  △39,269

当期未処分利益  78,018 38,718  △39,300
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介護サービス原価明細書 

  
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  65,485 3.2 85,182 3.3 

Ⅱ 労務費 ※１ 1,422,565 69.5 1,758,899 68.6 

Ⅲ 経費 ※２ 557,945 27.3 722,176 28.1 

介護サービス原価  2,045,995 100.0 2,566,259 100.0 

 

（注） 

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 労務費には、賞与引当金繰入額13,394千円、退職

給付費用2,300千円が含まれております。 

※１ 労務費には、賞与引当金繰入額18,349千円、退職

給付費用3,703千円が含まれております。 

  

※２ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 ※２ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 
  

車両関係費 71,301千円

衛生費 29,196千円

地代家賃 184,471千円

減価償却費 53,609千円
    

 
車両関係費 102,362千円

衛生費 40,186千円

地代家賃 235,242千円

減価償却費 68,418千円
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エンゼルケアサービス原価明細書 

  
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  40,321 6.3 37,012 6.2 

Ⅱ 労務費 ※１ 460,922 71.8 431,210 71.9 

Ⅲ 経費 ※２ 140,883 21.9 131,520 21.9 

エンゼルケアサービス
原価 

 642,127 100.0 599,742 100.0 

 

（注） 

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 労務費には、賞与引当金繰入額8,946千円、退職

給付費用1,902千円が含まれております。 

※１ 労務費には、賞与引当金繰入額6,588千円、退職給付

費用1,552千円が含まれております。 

  

※２ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 ※２ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 

 
車両関係費 42,304千円

地代家賃 27,945千円

減価償却費 220千円
  

 
車両関係費 39,070千円

地代家賃 24,983千円

減価償却費 154千円
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（3）キャッシュ・フロー計算書 

  

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） 

対前期比 

区分 注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税引前当期純損失  △ 49,524 △ 3,015 46,508 

減価償却費  57,964 72,689 14,724 

減損損失  ― 12,915 12,915 

貸倒引当金の増減額  2,144 179 △ 1,965 

賞与引当金の増減額  △ 3,883 2,969 6,853 

退職給付引当金の増減額  2,898 12,771 9,872 

役員退職慰労引当金の増減
額 

 1,700 1,740 40 

受取利息及び受取配当金  △ 24 △ 25 △ 1 

支払利息  23,359 17,814 △ 5,544 

新株発行費  10,794 726 △ 10,068 

固定資産除却損  276 10,307 10,030 

売上債権の増減額  △ 76,211 △ 66,792 9,418 

たな卸資産の増減額  △ 454 456 910 

その他資産の増減額  △ 12,621 △ 7,718 4,902 

仕入債務の増減額  20,785 8,683 △ 12,101 

未払消費税等の増減額  1,499 △ 4,737 △ 6,236 

その他負債の増減額  △ 3,279 7,200 10,481 

小計  △ 24,575 66,165 90,741 

利息及び配当金の受取額  24 62 37 

利息の支払額  △ 22,543 △ 17,915 4,628 

法人税等の支払額  △ 52,036 △ 30,698 21,337 

 法人税等の還付額  ― 2,682 2,682 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 △ 99,130 20,296 119,426 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の預入による支出  △ 6,017 ― 6,017 

定期預金の払戻による収入  6,014 14,523 8,509 

有形固定資産の取得による
支出 

 △ 113,700 △ 70,188 43,511 

無形固定資産の取得による
支出 

 △ 9,052 △ 4,088 4,963 

その他投資の増加による支
出 

 △ 63,064 △ 27,145 35,918 

その他投資の減少による収
入 

 13,222 11,235 △ 1,986 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △ 172,596 △ 75,663 96,933 
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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）

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前期比 

区分 注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入れによる収入  120,000 60,000 △ 60,000 

短期借入金の返済による支
出 

 △ 154,500 △ 75,000  79,500 

長期借入れによる収入  720,000 100,000 △ 620,000 

長期借入金の返済による支
出 

 △ 445,121 △ 311,075 134,046 

社債の償還による支出  △ 25,000 △ 20,000 5,000 

株式の発行による収入  187,405 24,273 △ 163,131 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 402,784 △ 221,801 △ 624,585 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額 

 131,056 △ 277,168 △ 408,224 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 564,946 696,002 131,056 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末
残高 

 696,002 418,834 △ 277,168 
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（4）利益処分案 

  

前事業年度 
（株主総会承認日 
平成17年６月28日） 

当事業年度 
（株主総会承認予定日 
平成18年６月29日） 

対前期比 

区分 注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減 
（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   78,018  38,718 △39,300 

Ⅱ 次期繰越利益   78,018  38,718 △39,300 
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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及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

原材料 

 先入先出法による原価法 

原材料 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法 

主な資産の耐用年数 

建物      10～15年 

工具器具備品   4～ 8年 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3)長期前払費用 

 均等償却 

(3）長期前払費用 

同左 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支出時にその全額を費用として処理 

しております。 

新株発行費 

同左 

５．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 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

(2)賞与引当金 

 同左 
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 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当 

期末における退職給付債務の見込額に基

づき、当期末において発生していると認

められる額を計上しております。 

 

（会計方針の変更） 

 従来、退職給付の計算方法については

簡便法を採用しておりましたが、当事業

年度より原則法に変更しております。 

 この変更は、従業員数の増加を踏まえ

て、退職給付債務算定の精度を高め、退

職給付費用の期間帰属を適正に処理する

とともに、財務内容の一層の健全化を図

るため、原則法に変更したものでありま

す。 

この変更に伴い、従来と同一の方法に

よった場合に比べ、売上原価が2,419千

円増加し、販売費及び一般管理費が81  

千円減少し、当事業年度の期首における

簡便法による退職給付債務額と原則法に

よる退職給付債務額との差額を特別損失

に9,964千円計上しているため、営業利

益及び経常利益がそれぞれ2,338千円減

少し、税引前純損失が12,303千円増加し

ております。 

  

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

 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） 

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．へッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理の要

件を満たしておりますので、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）へッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

(2）へッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

 (3）ヘッジ方針 

 借入金の変動金利を回避する目的で

金利スワップ取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約毎に行ってお

ります。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについて特例処理の要

件を満たしておりますので、有効性の

評価を省略しております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

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。 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 なお、資産に係る控除対象外消費税等

は、発生事業年度の期間費用として処理

しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

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損失は12,915千円増加してお

ります。           

なお、固定資産に係る減損損失は減損損失累計額で表示

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） 

（損益計算書） 

 前期まで区分掲記しておりました「実習生受入に伴う

収入」（当期787千円）は、営業外収益の総額の100分の

10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて

表示することにしました。 

 

（損益計算書） 

  前期まで営業外収益の「その他」に含めていた「自動

販売機収入」及び「実習生受入に伴う収入」は営業外収

益の総額の100分の10を超えたため、当期より区分掲記す

ることにしました。なお、前期の営業外収益に含まれる

「自動販売機収入」及び「実習生受入に伴う収入」はそ

れぞれ265千円及び927千円であります。  

 

 

（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） 

「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

日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

されることに伴い、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8,466千円増加し、

営業損失、経常損失及び税引前当期純損失が同額増加し 

ております。 

――――― 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

当事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．        ――――― 

 担保提供資産  
  

預金 8,508千円
  

  
 

  
 上記に対応する債務   

  
一年以内返済予定長期借入金 65千円

計 65千円

 
  

  
 

 

 
  

※２．会社が発行する株式の総数 普通株式 28,800株 ※２．会社が発行する株式の総数 普通株式 28,800株

    発行済株式数       普通株式  9,000株

 

 

         ――――― 

 

    発行済株式数       普通株式 10,500株

 

  

コミットメントライン（特定融資枠）契約 

当社は運転資金の効率的な調達を行うため、横浜銀行

とコミットメントライン（特定融資枠）契約を締結して

おります。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は以下のとおりとなっております。 

借入コミットメントライン総額 500,000千円

  借入実行残高  ―

  差引額 500,000千円

  

 

（当事業年度の発行済株式数の増加） 

発行年月日 発行形態 発行株式数 発行価格 資本組入額 

平成17年７月12日 新株引受権の行使  1,500株 16,666円 8,333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．租税公課には控除対象外消費税等47,500千円を

含んでおります。 

   なお、前事業年度の租税公課に含まれる控除対象

外消費税等は32,270千円であります。 

※２．固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 276千円 

計 276千円 
  
 

※３．       ――――― 

※１．租税公課には控除対象外消費税等53,462千円を含

んでおります。 

 

 

※２．固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 631千円 

ソフトウェア 1,147千円 

計 1,779千円 
  
※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

ていて減損損失を計上しました。 

用途・場所 種類 金額 

デイサービスセ

ンター大森（東

京都品川区）他

１事業所 

建物、リー

ス資産等  
12,915千円 

当社は、資産のグルーピングを事業所毎に行っており 

ます。投下資本回収力が当初予定より低下し、営業活動

から生ずる損益が継続してマイナスである２事業所につ

いては、当該資産グループの帳簿価額を全額減損し、当

該減少額を減損損失（12,915千円）として特別損失に計

上しております。その内訳は、建物5,369千円、リース

資産7,024千円、その他521千円であります。 
   

 



－ 23 － 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

 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 

 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）

現金及び預金 710,526千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △6,015千円

担保に供している定期預金 △8,508千円

現金及び現金同等物 696,002千円
  

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金 418,834千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―千円

担保に供している定期預金 ―千円

現金及び現金同等物 418,834千円
  

 

 

（リース取引関係） 

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） 

 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 

 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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
  

 
取得価額相
当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

期末残高相
当額 
(千円) 

車両運搬具 144,706 96,500 48,206

工具器具備品 172,302 52,160 120,142

ソフトウェア 4,915 327 4,587

合計 321,923 148,988 172,935
  

 

 

取得価額
相当額 
 
(千円) 

減価償却
累計額相 
当額 
(千円) 

減損損失
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 

 
(千円) 

車両運搬具 131,690 73,291 5,025 53,373

工具器具備品 185,987 74,913 2,478 108,596

ソフトウェア 4,915 1,310 － 3,604

合計 322,592 149,515 7,503 165,573
  

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 52,890千円

１年超 124,265千円

合計 177,156千円
  

１年内 61,268千円

１年超 115,558千円

合計 176,826千円
       

リース資産減損勘定の残高 6,001千円
  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 58,569千円

減価償却費相当額 53,208千円

支払利息相当額 5,348千円
  

支払リース料 64,983千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,023千円

減価償却費相当額 59,540千円

支払利息相当額 5,360千円

減損損失 7,024千円
 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

同左 
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（有価証券関係） 

前事業年度末（平成17年３月31日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 2,000 

 

当事業年度末（平成18年３月31日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 2,000 
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（デリバティブ取引関係） 

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.取引の状況に関する事項 

 (1）取引の内容 

        当社の利用するデリバティブ取引は、金利ス 

      ワップであります。 

 (2）取引に対する取り組み方針及び利用目的等 

 当社のデリバティブ取引は、借入金利の変動 

リスクを回避する目的で利用しており、投機的 

な取引を行わない方針であります。 

  なお、デリバディブ取引を利用してヘッジ会 

 計を行っております。 

   ①ヘッジ会計の方法 

    金利スワップについて特例処理の要件を満 

    たしておりますので、特例処理を採用して 

   おります。 

    ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

        ヘッジ手段………金利スワップ 

        ヘッジ対象………借入金の利息 

    ③ヘッジ方針 

      借入金の変動金利を回避する目的で金利ス 

   ワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識 

   別は個別契約毎に行っております。 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップについて特例処理の要件を満 

   たしておりますので、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 

       当社の金利スワップ取引は、市場金利の変動 

      によるリスクを有しております。なお、デリバ 

      ディブ取引の相手方は、信用度の高い金融機関  

      に限定しているため、信用リスクはほとんどな 

      いと判断しております。 

 (4）取引に係るリスク管理体制 

       デリバティブ取引の執行及び管理は、取引権 

      限及び取引限度額を定めた社内規程に従い、担 

      当部門が決裁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 

 すべてヘッジ会計を適用しているため、注記を省略

しております。 

1.取引の状況に関する事項 

 (1）取引の内容 

同左 

 

 (2）取引に対する取り組み方針及び利用目的等 

同左 

 

 

 

 

   ①ヘッジ会計の方法 

         同左 

 

 

    ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

        ヘッジ手段………同左 

        ヘッジ対象………同左 

    ③ヘッジ方針 

         同左 

 

 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

         同左 

 

 

 (3）取引に係るリスクの内容  

           同左 

 

 

 

 

 (4）取引に係るリスク管理体制 

           同左 

 

 

 

２．取引の時価等に関する事項 

同左 
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（退職給付関係） 

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．採用している退職給付制度の概要 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退職一時金制度を

設けております。 

  当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を

設けております。 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

（単位：千円） （単位：千円）
  
イ．退職給付債務 △13,724

ロ．未積立退職給付債務 △13,724

ハ．退職給付引当金 △13,724
  

  
イ．退職給付債務 △26,496

ロ．未積立退職給付債務 △26,496

ハ．退職給付引当金 △26,496
  

 （注） 退職給付債務の算定は、簡便法によっており

ます。 

 （注） 当事業年度から退職給付債務の計算方法を 

簡便法から原則法に変更しております。 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

（単位：千円） （単位：千円）
  
イ．勤務費用 4,742

ロ．退職給付費用 4,742
  

  
イ．勤務費用 5,929

ロ．利息費用 236
 

 （注） 簡便法を採用しているため、退職給付費用は

「勤務費用」として記載しております。 

ハ．退職給付債務移行差異 

（簡便法から原則法への変更に伴う費用処

理額） 9,964

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 △191
 

４．退職給付債務等の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の基礎に関する事項 

 退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債

務としております。 

イ．割引率（％） 1.5

ロ．期待運用収益率（％） ―

ハ．数理計算上の差異の処理年数（年） 1

（注）数理計算上の差異は発生時に全額を費

用処理しております。 
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（税効果会計関係） 

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及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 

貸倒引当金損金算入限度超過額 4,137千円

賞与引当金否認 9,091千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 4,629千円

役員退職慰労引当金否認 8,402千円

未払事業税否認 1,747千円

繰延消費税等償却限度超過額 2,961千円

税務上の繰越欠損金 19,474千円

その他 2,517千円

繰延税金資産合計 52,962千円

繰延税金負債 

未収還付法人税等 1,583千円

繰延税金負債合計 1,583千円

繰延税金資産の純額 51,379千円

 
  

 
繰延税金資産 

貸倒引当金損金算入限度超過額 4,275千円

賞与引当金否認 10,296千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 10,757千円

役員退職慰労引当金否認 9,109千円

未払事業税否認 4,425千円

繰延消費税等償却限度超過額 2,586千円

税務上の繰越欠損金 2,126千円

減損損失 4,600千円

その他 2,360千円

繰延税金資産合計 50,538千円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 
 

当期については、税引前当期純損失を計上している

ため、記載しておりません。 

 

 

 

 

 
  

 
当期については、税引前当期純損失を計上している

ため、記載しておりません。 

 

 

 

 

 
  

 

 

（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） 

 該当事項はありません。 同左 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 
福原敏雄 
(注)３ 

－ － 
当社代表
取締役 

(被所有)
直接 
35.7％

間接 
4.0％

－ － 
不動産賃貸借に伴
う被債務保証 

(注)１
135,756 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．当社が賃借している事務所の賃借契約に対する連帯保証であり、保証料の支払い及び担保の提供はありませ

ん。 

２．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

３．福原敏雄は主要株主にも該当しております。 

 

当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 
福原敏雄 
(注)３ 

－ － 
当社代表
取締役 

(被所有)
直接 
44.9％

－ － 
不動産賃貸借に伴
う被債務保証 

(注)１
98,033 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．当社が賃借している事務所の賃借契約に対する連帯保証であり、保証料の支払い及び担保の提供はありませ

ん。 

２．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

３．福原敏雄は主要株主にも該当しております。 
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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         44,024.32円 

 １株当たり当期純損失         4,945.20円 

 １株当たり純資産額     36,373.18円 

 １株当たり当期純損失      3,898.86円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

 

（注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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） 

当期純損失           （千円） 39,269 39,300 

普通株主に帰属しない金額    （千円） － － 

普通株式に係る当期純損失   （千円） 39,269 39,300 

普通株式の期中平均株式数    （株） 7,941 10,080 

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 

第１回新株引受権付社債（新株

引受権の残高25,000千円）。 

――――― 

 

 

（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） 

新株引受権の行使による増資 

 当事業年度終了後、平成17年７月12日に新株引受権付

社債に係る新株引受権について行使を受けました。 

 当該新株引受権の権利行使の概要は次のとおりであり

ます。 

（1）増資した株式の種類及び数  普通株式 1,500株 

（2）増資した資本金           12,500千円 

（3）増資した資本準備金         12,500千円 

 

 これにより平成17年７月12日現在の発行株式総数は

10,500株、資本金は205,125千円、資本準備金は138,075

千円となりました。 

――――― 
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５．生産、受注及び販売の状況 

（1）生産実績 

該当事項はありません。 

 

（2）受注状況 

該当事項はありません。 

 

（3）販売実績 

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） 

増  減 

事業部門 

販 売 高 
（千円） 

構成比 
（％） 

販 売 高 
（千円） 

構成比 
（％） 

金 額 
（千円） 

増減率
（％）

通所介護サービス 1,305,153 41.9 1,936,897 52.8 631,744 48.4 

訪問入浴サービス 580,761 18.6 595,318 16.2 14,556 2.5 

訪問介護サービス 190,165 6.1 169,968 4.6 △20,196 △10.6 

その他 83,406 2.7 106,211 2.9 22,805 27.3 

介護事業 

小計 2,159,486 69.3 2,808,396 76.5 648,909 30.0 

エンゼルケア事業 954,741 30.7 860,885 23.5 △93,855 △9.8 

合計 3,114,228 100.0 3,669,282 100.0 555,054 17.8 

 （注）１．介護事業のその他には居宅介護支援等が含まれております。 

    ２．最近２事業年度の主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

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） 

 

相手先 

 販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

東京都国民健康保険団体連合会 1,765,172 56.7 2,294,034 62.5 

   ３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

６．役員の異動 

（1）代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（2）その他の役員の異動 

新任取締役候補 

 取締役 富澤 政信（現 エンゼルケア事業部長） 

 

（3）就任予定日 

平成18年６月29日 

 

 


