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平成 18 年 3 月期   決算短信（連結） 平成18年5月24日 

会 社 名 株式会社 メッセージ          上場取引所     ＪＱ 

コ ー ド 番 号  2400                  本社所在都道府県  岡山県 

（ＵＲＬ http://www.amille.jp/） 

代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 

        氏    名 橋 本  俊 明 

問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役 

        氏    名 矢 吹  章       ＴＥＬ（086）242-1551 

決算取締役会開催日  平成18年5月24日 

米国会計基準採用の有無   無 
 
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                                （百万円未満切り捨て） 

 営業収入 営業利益 経常利益 
 

18年3月期 
17年3月期 

百万円   ％
14,651（ 37.3）
10,671（ 66.1）

百万円    ％
1,753（ 32.7）
1,320（134.6）

百万円    ％
1,754（ 36.3）
1,286（128.8）

 
 

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 

営業収入 

経常利益率

 

18年3月期 

17年3月期 

百万円   ％ 

961（ 46.0） 

658（122.6） 

円 銭 

5,315 93 

15,648 20 

円 銭 

― ― 

― ― 

％ 

13.9 

18.3 

％  

17.1  

21.0  

％ 

12.0 

12.1 

(注)①持分法投資損益    18年3月期  △11百万円  17年3月期  ―百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年3月期   180,800株  17年3月期  42,082株 

③会計処理の方法の変更   無 

④営業収入、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) 連結財政状態                                （百万円未満切り捨て） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 

18年3月期 
17年3月期 

百万円    
11,086    
9,375    

百万円   
7,329   
6,459   

％   
66.1   
68.9   

円  銭 
40,538  85 
142,899  43 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年3月期 180,800株  17年3月期 45,200株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況                         （百万円未満切り捨て） 

 
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

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円    
811    

1,171    

百万円   
△1,919   
△681   

百万円    
△475    
4,881    

百万円   
4,365   
5,949   

 
(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   5社   持分法適用非連結子会社数   ―社   持分法適用関連会社数    1社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   1社   (除外)   ―社    持分法 (新規)    1社   (除外)   ―社 
 
２．19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） 

 営業収入 経常利益 当期純利益 
 

中 間 期 
通   期 

百万円    
9,300    
19,500    

百万円    
940    

2,300    

百万円    
500    

1,200    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）6,637円17銭 

 

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現

在における仮定を前提としています。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想と異なる場合があります。 
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【添付資料】 

 

１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社、連結子会社５社及び関連会社１社で構成されており、介護認定を受けた高齢者に

対して、介護サービスを提供することを主たる業務としております。 

 当社の事業内容のうち、介護サービスについては介護保険法上の居宅サービスに該当し、各都道府県から

「居宅サービス事業者」の指定を受け、介護認定者に対し、「特定施設入所者生活介護（介護付有料老人ホ

ーム）」、「認知症対応型共同生活介護（グループホーム）」、「訪問介護（ホームヘルプサービス）」、

「通所介護（デイサービス）」、「居宅介護支援」を行っております。ＦＣ事業についても、フランチャイ

ジーの事業が「特定施設入所者生活介護」に該当しており、介護保険法に従ってフランチャイジーに対する

支援事業を行っております。また、連結子会社のコンフォートピア株式会社は「特定施設入所者生活介護」

事業を行っております。 

 連結子会社の株式会社シーケーフーヅの事業内容は、給食の製造配食業であり、当社、フランチャイジー

事業者及び外部事業者に対して給食サービスを提供しております。 

 また、ライフメッセージ株式会社は介護用品販売事業、株式会社エムエステートは不動産事業、株式会社

介護システム研究所は介護に関する研究・出版事業を行っております。 

 当社が独自に企画・開発したケア付住宅「アミーユ」は、フランス語の「アミ＝友達」、「ファミーユ＝

家族」を組み合わせた「友達家族」の意味です。福祉先進国スウェーデンで生まれた小グループでお年寄り

をケアするユニットケアの考え方を取り入れるところからスタートし、個室でプライバシーを保護、かつ、

アットホームな住環境を実現しております。「アミーユ」のコンセプトは「ノーマライゼーション（普通の

生活の実現）」であり、入居者が認知症や障害をもたれる前の普通の生活が送れるような介護支援を目指し

ております。 

 「アミーユ」は、これまでのような一部の富裕層を対象とした有料老人ホームではなく、要介護状態にあ

る年金受給者にも無理のない料金体系で運営しております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 

【居宅介護部門】 

・特定施設入所者生活介護事業 

 「特定施設入所者生活介護」とは、介護保険法上、「有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設（以

下この項において「特定施設」という。）に入居している要介護者等について、当該特定施設が提供するサ

ービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の

世話をいう。」と定められています。 

 当社が現在運営しているのは、特定施設の中で「介護付有料老人ホーム」に分類されるもので、「アミー

ユ」・「アミーユレジデンス」のブランドで展開しており、下記の３タイプがあります。 

 「コミュニティホーム」では、認知症の有無を問わず、要支援及び要介護認定を受けた入居者15名程度に

対し、６～７名の職員が介護サービスを提供しております。 

 「アシステッドリビング」では、共有部分を少し小さくして個人の生活を重視する個別ケア方式をとって

おります。「コミュニティホーム」同様、認知症の有無を問わず、要支援及び要介護認定を受けた入居者15

名程度に対し、６～７名の職員が介護にあたりますが、フロアー内で職員を固定せず、詰め所にいて必要に

応じて訪室するなど、入居者の自立度を高めております。 

 「アミーユレジデンス」では、「アシステッドリビング」方式を発展させており、部屋面積を広くして各

部屋にミニキッチンと浴室を備え付けることで、住まいとしての機能をより充実させ、入居者の自立度を更

に高めております。 

 なお、当該事業は当社及び連結子会社のコンフォートピア株式会社が行っておりますが、当社はコンフォ

ートピア株式会社を平成18年４月１日付で合併しております。 

・認知症対応型共同生活介護事業 

 「認知症対応型共同生活介護」とは、介護保険法上、「要介護者であって認知症の状態にあるもの（当該

認知症に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の
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認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。）について、その共同生活を営むべき住居において、

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。」と定められてお

り、一般的には「グループホーム」とよばれています。 

 当社は「グループホーム」についても「アミーユ」のブランドで展開しております。 

 「グループホーム」では、認知症のある要介護認定を受けた入居者９名に対し、５～６名の職員が固定す

るため、なじみの関係となり、家庭的雰囲気の中で、それぞれの希望に応じた介護サービスが提供しやすく

なります。 

・その他直営事業 

 また、アミーユ南蔵王にデイサービスセンターを併設し、通所介護サービスを行っている他、高齢者介護

対応住宅の入居者に対し、訪問介護・居宅介護支援サービスを提供しています。 

 なお、デイサービスセンター「アミーユ南蔵王」は平成18年４月30日をもって廃止し、小規模多機能型居

宅介護を行う多機能ケアサービス｢アミーユ南蔵王」を同５月１日付で開設いたしました。 

【給食部門】 

 「アミーユ」施設の入居者に安くて美味しい食事を安定的に提供するために、子会社の株式会社シーケー

フーヅは、当社、ＦＣ事業者及び外部事業者に対して給食サービスを提供しております。 

【ＦＣ（フランチャイズ）部門】 

 住み慣れた環境での生活を継続していただくという意味では地域性の強い事業であるため、それぞれの地

域については、地域貢献の意味も込めて、その地域の方に事業として取り組んでいただきたいと考え、「ア

ミーユ」をフランチャイズ展開しております。 

【介護用品販売部門】 

 「アミーユ」施設の入居者及び一般の高齢者に対し、子会社のライフメッセージ株式会社は、介護用品の

販売・レンタルを行っております。 

【その他部門】 

 子会社の株式会社介護システム研究所は、介護技術の研究・開発・指導及び出版を行っております。また、

株式会社エムエステートは、高齢者向け住宅を専門とする不動産事業を行っております。 
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［事業系統図］ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

※ 当社は顧客に対して提供する介護サービスのうち、介護保険給付サービスに対応する給付額につきまして

は、顧客の同意を得て当社が各都道府県の国民健康保険団体連合会より受領しております。 

 当連結会計年度における営業収入に占める各都道府県の国民健康保険団体連合会より受領する割合は

49.0％であります。 

 

 

㈱エムエステート ☆ 

ＦＣ事業者 

顧 客 

「アミーユ」入居者

㈱メッセージ 

コンフォートピア㈱ ☆ 

㈱シーケーフーヅ ☆ ㈱介護システム研究所 ☆ 

ライフメッセージ㈱ ☆ 

・有料老人ホーム 

・グループホーム 

在 宅

高 齢 者

①：特定施設入所者生活介護事業【居宅介護部門】 

  『介護付有料老人ホーム』 

   「コミュニティホーム」「アシステッドリビング」「アミーユレジデンス」 

②：認知症対応型共同生活介護事業【居宅介護部門】 

   「グループホーム」 

③：その他直営事業（訪問介護、通所介護、居宅介護支援）【居宅介護部門】 

④：給食サービス事業【給食部門】 

⑤：ＦＣ支援事業【ＦＣ部門】 

⑥：介護用品販売・レンタル事業【介護用品販売部門】 

⑦：介護技術の研究・開発・指導・出版事業【その他部門】 

⑧：不動産事業【その他部門】 

 

☆：連結子会社 

介 護

事 業 者

他 

①② ③ 
④ ⑤ 

④ 

⑥ 
⑥

⑦

⑦

⑧ 
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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、我が国が高齢化社会に進むなかで、障害を持った高齢者が、障害や高齢にかかわらず健

康であった時に近い生活を送ることができるように、良質な住まいの提供とその生活の支援を行うことを経

営理念とし、ノーマライゼーション（普通の生活）の実現を目指しております。 

 この理念のもとに事業を推進して社会に貢献するとともに、事業計画を着実に実施することにより経営体

質と財務基盤の強化に努めてまいります。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと位置づけております。また、内部留

保資金を将来の事業基盤の拡充等に有効活用することにより、更なる利益成長の実現に努めていきたいと考

えております。 

 この方針のもと、平成18年３月期は15％の配当性向を目処に利益還元を行うこととしており、この方針通

り1株800円（配当性向：16.3％）の配当実施を予定しております。また、今後につきましては、当面25％の

配当性向を目処に利益還元を行ってまいります。 

 なお、現時点では配当回数、時期及び支払方法等につきまして特段の変更は予定しておりません。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 株式の流動性の向上と個人株主の増加を図ることは、資本政策上重要な課題と認識しております。 

この方針のもと、平成17年５月20日に４分割を実施しており、分割後の１株当たりの価格が50万円未満と

なりました。 

今後につきましても、株価の水準や取引高等を勘案して総合的に判断することによって、適正な投資単位

の維持に努めていきたいと考えております。 

 

（4）目標とする経営指標 

 当社グループは成長性を重視し、経常利益の拡大を目指しております。また、中長期的には営業収入経常

利益率の向上を重視して経営に取り組んでまいります。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

 現在でも、介護が必要になった高齢者が安心して暮らしていける住まいが不足していますが、今後もハイ

ピッチで高齢化が進むことから需要はますます増大していきます。 

 このような環境下、当社は最も需要の多い中所得者層が無理なく利用できる価格を維持しつつ、需要の多

い地域に施設展開を積極的に進めてまいります。 

 

（6）会社の対処すべき課題 

 わが国の経済を取り巻く環境は、依然不透明感があるものの、少子高齢化の流れは当面変化がないと思わ

れます。 

 介護保険制度下では、利用者は自ら事業者を選択できるようになったことから、利用者の立場に立った高

品質のサービスを提供することが求められています。これに応えていくためには施設運営に携わる優秀な人

材の確保と育成が必要です。新卒採用、中途採用を積極的に進めるとともに介護技術の絶えざる研究や社内

研修活動を充実させていきます。 

 その一方で、平成18年４月に介護保険法が改正され、施設開設の権限が都道府県から市町村に移行したこ

とに伴い、施設に対して参入規制を強化する自治体も増加しています。その中においても「障害をもたれた

方の住まい」を積極的に提供するために、今後の展開につきましては現在までの介護付有料老人ホームの枠

組みにこだわらず、あらゆる可能性を検討し展開いたします。 

 さらに、この考え方を積極的に拡充していくためには施設建設用地の確保が必要です。そのためにより一

層施設展開力を高める努力を行います。 
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（7）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（8）その他、会社の経営上の重要な事項 

   ・当社グループと医療法人自由会、社会福祉法人敬友会との関係について 

医療法人自由会は、病院（１ヵ所）、クリニック（２ヵ所）、老人保健施設（１施設）、訪問看護ステー

ション（１ヵ所）、居宅介護支援事業（１ヵ所）、企業健診事業（１ヵ所）及びメディカルフィットネス（１

ヵ所）を岡山県内で経営しております。 

社会福祉法人敬友会は、特別養護老人ホーム（２施設）、老人保健施設（１施設）、ケアハウス（３施設）、

グループホーム（３施設）、デイサービスセンター（７ヵ所）、訪問看護ステーション(２ヵ所)、ホームヘ

ルパーステーション（２ヵ所）及び居宅介護支援事業（５ヵ所）を岡山県内で経営しております。 

当社代表取締役社長である橋本俊明は、医療法人自由会及び社会福祉法人敬友会の理事長に就任しており

ますが、当社は両法人の運営管理支援業務には関わっておりません。 

なお、当社の子会社である株式会社シーケーフーヅと社会福祉法人敬友会との間に、給食材料の取引が発

生しております。 

また、当社と社会福祉法人敬友会の事業規模などは上記のとおりであり、岡山県内でグループホームの運

営事業の競合が発生しておりますが、今後、当社及び社会福祉法人敬友会は、グループホーム事業を拡大す

る予定はありません。 

 

各社の事業規模の状況   （単位：千円）

 メッセージ 敬友会 

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 

売上高 10,337,598 13,615,474 1,949,699 1,983,204 

施設数 63 84 9 9 

施設入居定員 3,248 4,387 360 360 

内岡山県内でのグループホーム事業の状況   

 メッセージ（大福・平井） 敬友会（コスモス・ひまわり・東倉敷）

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 

売上高 156,807 159,620 149,631 158,075 

施設数 2 2 3 3 

施設入居定員 36 36 36 36 

（注）上記施設数は、平成18年3月31日現在のものであります。（当社は直営の施設数及び定員であります。） 

 

 

 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及びその施策の実施状況」

「内部管理体制の整備・運用状況」は、別途開示いたします「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参

照願います。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1）経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰など素材価格の上昇が見られたものの、製造業を

中心とした企業収益の改善により景気は民間需要中心に回復基調が続きました。一方、個人消費についても

雇用環境に改善傾向が見られ底堅い推移を致しましたが、年金保険料負担の増加や増税懸念等、購買行動は

依然慎重なものとなりました。 

 有料老人ホームを含むシニアリビング業界では、平成12年の介護保険法施行以来、マーケットの拡大が期

待され、シニアリビング業界以外からの事業者の参入が増加し、企業間における競争は熾烈なものとなりま

した。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは、高齢者の多様な要望に応えることを目指して、個人の生

活を重視するケア方式をとる介護付有料老人ホーム「アミーユ」・「アミーユレジデンス」の展開に注力い

たしました。また、有料老人ホームの不明朗な料金体系を是正するために、入居一時金をゼロとした施設の

開設を開始し、平成18年４月以降開設施設では入居一時金を原則として廃止することといたしました。 

 当連結会計年度は、「アミーユ」・「アミーユレジデンス」の展開につきまして、計21施設の直営施設を

開設いたしました。また、ＦＣ施設を新たに８施設開設した結果、当連結会計年度末の施設数は、直営84施

設、ＦＣ27施設、合計111施設、総入居定員は5,794名となっております。 

 この結果、当連結会計年度の営業収入は14,651百万円（前期比37.3％増）、営業利益は1,753百万円（同32.7％

増）、経常利益は1,754百万円（同36.3％増）、当期純利益は961百万円（同46.0％増）となりました。 

 部門別の業績は、以下のようになっております。 

 

【居宅介護部門】 

・特定施設入所者生活介護事業 

 関西地区９施設、中部地区６施設、関東地区７施設の計22施設の「アミーユ」・「アミーユレジデンス」

を新たに開設したことと、既存施設の稼働率が前連結会計年度に引き続き良好であったことにより、営業収

入は12,862百万円（同39.9％増）となりました。 

・認知症対応型共同生活介護事業 

 当連結会計年度において新たに開設した施設はありませんでしたが、既存施設の稼働状態が若干良くなっ

たため、営業収入は703百万円（同0.4％増）となりました。 

・その他直営事業 

 当連結会計年度において一部事業所の営業を休止したため、営業収入は119百万円（同32.8％減）となりま

した。 

【給食部門】 

 ＦＣのアミーユ施設が７施設新たに開設したこと及び外販事業の開始により、営業収入は395百万円（同

75.7％増）となりました。 

【ＦＣ部門】 

 当連結会計年度において７施設のアミーユを開設したことにより、営業収入は281百万円（同7.5％増）と

なりました。 

【介護用品販売部門】 

 前連結会計年度途中に子会社化したライフメッセージ株式会社が通期寄与したことにより、営業収入は274

百万円となりました。 

【その他部門】 

 株式会社エムエステートは当連結会計年度において営業収入がありませんでした。 

 前連結会計年度途中に子会社化した株式会社介護システム研究所が通期寄与したことにより、業務委託収

入を中心に14百万円となりました。 

 

(注)ＦＣ施設のうちコンフォートピア株式会社を連結子会社にした後、同社が開設した１施設は特定施設入所者

生活介護事業の関東地区施設に含めております。 
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 販売実績を事業の部門別及び地区別に示すと、次のとおりであります。 

部門別実績     

部門別 
当連結会計年度（千円） 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

前期比（％） 

居宅介護部門 13,686,218 135.8 

 特定施設入所者生活介護事業 12,862,790 139.9 

 認知症対応型共同生活介護事業 703,964 100.4 

 その他直営事業 119,463 67.2 

給食部門 395,259 175.7 

ＦＣ部門 281,504 107.5 

介護用品販売部門 274,303 260.7 

その他部門 14,107 373.1 

合計 14,651,393 137.3 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

居宅介護部門の地区別実績   

地区別 
当連結会計年度（千円） 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

前期比（％） 

関西地区 6,898,818 126.2 

中部地区 2,408,465 165.2 

関東地区 2,294,835 213.7 

中四国地区 2,084,098 100.4 

合計 13,686,218 135.8 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
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(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及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により811百万円（前

期比30.8％減）増加しましたが、投資活動により1,919百万円（同181.6％増）、財務活動により475百万円（同

5,357百万円減）それぞれ減少しました。その結果、期首に比べ減少した資金は1,583百万円となり、当連結

会計年度末の資金残高は4,365百万円となりました。 

 

 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） 

 営業活動の結果得られた資金は811百万円（同30.8％減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純

利益が1,753百万円となったこと及び預り保証金が268百万円増加したことにより資金を得た一方で、売上債

権の増加513百万円及び棚卸資産の増加311百万円によりその一部が相殺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） 

 投資活動の結果使用した資金は、1,919百万円（同181.6％増）となりました。これは主に新規介護施設の

開設に伴い、有形・無形固定資産の取得に1,019百万円使用したこと及び差入保証金を833百万円差入れたこ

と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） 

 財務活動の結果使用した資金は475百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済201百万円及び短

期借入金の返済185百万円によるものであります。 

 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 

 平成17年３月期 平成18年３月期 

株主資本比率（％） 68.9 66.1 

時価ベースの株主資本比率（％） 499.5 291.9 

債務償還年数（年） － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 29,621.6 73,365.8 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

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 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※有利子負債は、連結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。 

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活

動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 
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（3）事業等のリスク 

現時点において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としていま

す。 

 

a.事業の内容について 

①施設展開方針について 

 当社が独自に企画・開発したケア付住宅「アミーユ」は、初期投資を抑えるために家主との間で一棟毎の

賃貸借契約を締結しております。契約期間は20年間で、以後３年毎更新と長期であり、当初20年間は中途解

約できないため、家主にとっては長期安定収入が得られ、当社にとっても安定継続的に施設を賃借・運営で

きます。しかし、その反面、短期間での施設閉鎖や入居費用の見直しが困難であることから、「アミーユ」

施設の稼働率が大きく低下した場合や、近隣の家賃や同業者の入居費用等の相場が下落した場合には、当社

グループの業績に影響を及ぼす場合があります。 

 また、好立地物件を確保していくためには多様な手段が必要であり、他社との競合を優位に進めていくた

め、今後は、従来の賃借方式に加え、首都圏を中心に当社グループ自身が土地を取得し、建物を建設する施

設展開も行う方針です。この場合、初期投資費用の増加による価格優位性の低下や、保有土地の地価下落リ

スクなどにより、当社グループの業績は影響を受ける場合があります。 

 なお、当社は、「アミーユ」事業のフランチャイズ展開も推進しておりますが、フランチャイズ事業にお

いて、フランチャイジーの不祥事等により、「アミーユ」ブランドのイメージが著しく傷つけられたような

場合にも、当社グループの業績は影響を受ける場合があります。 

②新規施設の開設について 

 当社は「アミーユ」施設の新規開設を、需要が多い場所を中心に行っていく予定でありますが、新規施設

の開設時期に遅れが出た場合や、入居者並びに介護職員の募集が円滑に進まなかった場合には、当社グルー

プの業績に影響が及ぶ場合があります。 

③新規事業への取組みについて 

 当社の事業ドメインは、障害を持った高齢者に対する住環境の分野と考えておりますが、利用者のニーズ

は多様化するとともに高度化してきており、かつ競合も激化しております。これまで当社は、「グループホ

ーム」、「コミュニティホーム」、「アシステッドリビング」、「アミーユレジデンス」と、利用者のニー

ズに応じて様々なタイプの施設を提供してまいりました。今後は、国土交通省が新たに制度化した高齢者専

用賃貸住宅、住宅型有料老人ホーム等への展開も検討しておりますが、当社の提供するサービスが入居者の

ニーズに合わなかった場合には、当社の業績は影響を受ける場合があります。 

b.業界の動向について 

①法的規制について 

 介護保険法に定める居宅サービスを行うには、サービスの種類及び事業所毎に都道府県知事に申請し、「指

定居宅サービス事業者」として指定を受けることが必要です。指定を受けるには、「指定居宅サービス等の

事業の人員、設置及び運営に関する基準」（介護保険法に基づく厚生労働省令）を満たしていなければなり

ません。 

 なお、この「指定居宅サービス等の事業の人員、設置及び運営に関する基準」に達しないことにより、監

督官庁より行政処分を受けた場合には、当社の業績は影響を受ける場合があります。 

 介護保険法には、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるための措置として、平成12年４月１日の

施行後３年毎に、各市町村・各都道府県において保険事業計画の見直しが予定されております。また、介護

保険法附則第２条により、施行後５年目を目途として制度全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、

必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとされており、平成18年４月１日をもって介護保険法の改正が

行われました。この改定により、施設開設の権限が県から市町村に移行したことに伴い、施設に対して参入

規制を強化する自治体も増加しています。 

 更に今後、各介護サービスに適用される介護報酬の基準額、要介護度に応じた支給限度額、又は被保険者

の保険料等が改定される可能性があり、改定の内容によっては、事業の採算性等から、事業計画の見直しが

必要になる場合もあるため、当社においては、改定の動向に注意を払いながら、なお一層の利益体質及び事

業基盤の強化に努め、迅速な対応を図る所存であります。 

 介護保険制度下では、利用者は自ら事業者を選択できるようになったことから、利用者の立場に立った高
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品質のサービスを提供することが求められています。これに応えていくためには施設運営に携わる優秀な人

材の確保と育成が必要です。採用を積極的に進めるとともに介護技術の絶えざる研究や社内研修活動を充実

させてまいります。 

②競合について 

 平成12年度からの介護保険法の導入以降、民間企業の介護サービス事業への新規参入が増加しており、競

合が激化しております。したがいまして、今後の新規参入や競合の激化により、当社グループの業績は影響

を受ける場合があります。 

 また、当社の事業活動においては、多数の優秀な介護職員の採用が必須条件となりますが、競合の激化に

よる採用の遅れや人件費の上昇、教育･研修の遅延その他の要因から職員の配置等に困難が生じた場合にも、

当社グループの業績は影響を受ける場合があります。 

③高齢者等に対する事業であることについて 

 当社の事業は、介護認定を受けた高齢者に対するものであることから、転倒事故や感染症の集団発生等、

施設内の安全衛生管理には万全を期し、細心の注意を払っております。しかしながら、万が一事故等が発生

した場合には、当社の信用が低下するとともに、入居者の長期入院による施設稼働率の低下を招く可能性や、

訴訟等による損害賠償請求を受ける可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす場合があります。ま

た、入居者が健康上の理由等により入院を余儀なくされたような場合にも、稼働率の低下により、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす場合があります。 

④情報管理について 

 当社の事業を運営するにあたり、業務上、極めて重要な個人情報を取り扱うことを伴います。情報管理に

ついては漏洩の無いよう厳重に対処しておりますが、万が一システム等からの情報流出が発生した場合には、

当社の信用が低下し、業績に影響を及ぼす場合があります。 

 

（4）次期の見通し 

【居宅介護部門】 

 次連結会計年度は、新たに関西地区２施設、中部地区１施設、関東地区８施設の計11施設のアミーユを開

設する予定であります。これにより営業収入は18,200百万円を見込んでおります。 

【給食部門】 

 次連結会計年度は、ＦＣのアミーユ施設の稼働率が上昇すること及びアミーユ以外への供給も計画してお

り、営業収入は470百万円を見込んでおります。 

【ＦＣ部門】 

 次連結会計年度は、コンフォートピア株式会社の合併により、営業収入は200百万円を見込んでおります。 

【介護用品販売部門】 

 次連結会計年度は、ＦＣのアミーユ施設に対する売上が減少することから、営業収入は150百万円を見込ん

でおります。 

【その他部門】 

 次連結会計年度は、平成18年８月に分譲マンションの「アミーユスイート万博公園」の入居が開始するこ

とから、営業収入は480百万円を見込んでおります。 

 

 以上により、次連結会計年度の業績は営業収入19,500百万円、経常利益2,300百万円、当期純利益1,200百

万円を見込んでおります。 

 

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 

 当社は平成16年４月23日のジャスダック市場への上場に伴い、平成16年４月22日を払込期日として公募に

より5,000株の時価発行増資（発行価額１株につき357,200円）を行いました。また、平成16年12月14日を払

込期日として公募により4,000株の時価発行増資（発行価額１株につき872,080円）を実施し、総額5,094百万

円の資金調達を行いました。 

 なお、資金使途計画及び資金充当実績は概略以下のとおりであります。 

（1）資金使途計画 

 平成16年４月22日を払込期日とする時価発行増資の調達資金は、150百万円を借入金返済に、267百万円を
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運転資金に充当し、1,339百万円を施設新設資金に充当する計画であります。 

 平成16年12月14日を払込期日とする時価発行増資の調達資金は、2,759百万円を施設新設資金に、423百万

円を子会社への投融資に、100百万円を運転資金充当する計画であります。 

（2）資金充当実績 

 時価発行増資の調達資金は、150百万円を借入金返済に、367百万円を運転資金に充当し、残額につきまし

ては施設新設資金及び子会社への投融資に充当しており、概ね計画どおり進行中であります。 
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５．連結財務諸表等 

（1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（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  5,949,335 4,365,393 

２．営業未収金  1,602,984 2,258,139 

３．たな卸資産  7,413 319,064 

４．前払費用  191,227 291,572 

５．繰延税金資産  89,157 133,722 

６．その他  4,593 21,820 

貸倒引当金  △957 △592 

 

流動資産合計  7,843,752 83.7 7,389,119 66.6 △454,633

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物  216,613 225,711  

減価償却累計額  48,130 168,483 70,370 155,341 

(2）機械装置及び運搬具  84,154 133,139  

減価償却累計額  48,599 35,554 80,077 53,062 

(3）器具備品  200,271 368,891  

減価償却累計額  71,053 129,218 138,919 229,971 

(4）土地  24,850 24,850 

(5）建設仮勘定  － 802,523 

 

有形固定資産合計  358,106 3.8 1,265,749 11.4 907,642

２．無形固定資産    

(1）借地権  198,400 198,400  

(2）ソフトウェア  29,778 55,036 

(3）連結調整勘定  － 302,965 

(4）その他  902 863 

 

無形固定資産合計  229,080 2.4 557,265 5.1 328,184
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（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 ※2･3 10,004 47,659 

(2）前払年金費用  8,012 35,961 

(3）繰延税金資産  24,406 17,418 

(4）差入保証金  900,492 1,685,487 

(5）その他  2,309 88,650 

 

貸倒引当金  △898 △821  

投資その他の資産合計  944,327 10.1 1,874,356 16.9 930,029

固定資産合計  1,531,514 16.3 3,697,371 33.4 2,165,856

資産合計  9,375,267 100.0 11,086,490 100.0 1,711,223
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（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）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．営業未払金  171,583 223,548  

２．未払金  502,183 725,320  

３．未払費用  45,467 64,102  

４．未払法人税等  538,684 492,674  

５．前受金  385,150 548,464  

６．賞与引当金  105,764 149,060  

７．その他  22,878 59,281  

流動負債合計  1,771,712 18.9 2,262,452 20.4 490,740

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金  2,375 4,635 

２．役員退職慰労引当金  20,194 26,602 

３．預り保証金  1,121,930 1,463,375 

 

固定負債合計  1,144,500 12.2 1,494,613 13.5 350,112

負債合計  2,916,213 31.1 3,757,066 33.9 840,852

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※1 2,591,160 27.6 2,591,160 23.4 － 

Ⅱ 資本剰余金  2,833,510 30.2 2,833,510 25.5 － 

Ⅲ 利益剰余金  1,034,295 11.1 1,905,015 17.2 870,719

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 88 0.0 △260 △0.0 △349

資本合計  6,459,054 68.9 7,329,424 66.1 870,370

負債資本合計  9,375,267 100.0 11,086,490 100.0 1,711,223
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（2）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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） 

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）

Ⅰ 営業収入  10,671,493 100.0 14,651,393 100.0 3,979,900

Ⅱ 営業原価  7,764,463 72.8 10,649,280 72.7 2,884,817

営業総利益  2,907,030 27.2 4,002,113 27.3 1,095,083

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  

１．役員報酬  78,995 83,672  

２．給与手当  621,287 885,469  

３．賞与  109,656 150,490  

４．賞与引当金繰入額  55,694 72,436  

５．退職給付費用  20,772 20,872  

６．役員退職慰労引当金
繰入額 

 10,485 7,303  

７．法定福利費  105,261 148,308  

８．広告宣伝費  156,660 346,209  

９．減価償却費  14,934 23,412  

10．消耗品費  53,991 64,816  

11．業務委託費  50,102 37,138  

12．その他  308,216 1,586,058 14.8 408,514 2,248,643 15.3 662,585

営業利益  1,320,972 12.4 1,753,469 12.0 432,497

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  2,952 6,689  

２．消費税等免税益  7,137 306  

３．雇用助成金  － 3,733  

４．雑収入  1,018 11,108 0.1 1,447 12,175 0.1 1,066

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  271 221  

２．新株発行費  44,841 －  

３．持分法による投資損失  － 11,003  

４．その他  113 45,226 0.4 － 11,224 0.1 △34,001

経常利益  1,286,854 12.1 1,754,420 12.0 467,565
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 

（千円）

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入益  259 259 0.0 268 268 0.0 8

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※２ 3,925 3,925 0.1 818 818 0.0 △3,106

税金等調整前当期純
利益 

 1,283,188 12.0 1,753,870 12.0 470,681

法人税、住民税及び
事業税 

 660,176 803,215  

法人税等調整額  △35,495 624,681 5.8 △10,465 792,750 5.4 168,068

当期純利益  658,507 6.2 961,119 6.6 302,612
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（3）連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高   115,850  2,833,510 2,717,660

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行   2,717,660 2,717,660 － － △2,717,660

Ⅲ 資本剰余金期末残高   2,833,510  2,833,510 －

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   393,432  1,034,295 640,863

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  658,507 658,507 961,119 961,119 302,612

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  17,644 17,644 90,400 90,400 72,755

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,034,295  1,905,015 870,719
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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） 

対前年比

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 

   

税金等調整前当期純利益  1,283,188 1,753,870 

減価償却費  90,340 121,613 

貸倒引当金の減少額  △259 △442 

賞与引当金の増加額  37,595 36,756 

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

 △2,655 1,095 

役員退職慰労引当金の増
加額 

 10,485 5,322 

受取利息  △2,952 △6,689 

支払利息  271 221 

新株発行費  44,841 － 

持分法による投資損失  － 11,003 

固定資産除却損  3,925 818 

売上債権の増加額  △467,532 △513,057 

前払費用の増加額  △50,283 △71,525 

たな卸資産の増加額  △4,559 △311,651 

その他流動資産の増減額
（増加：△） 

 21,540 △15,492 

仕入債務の増加額  43,485 35,812 

未払金の増加額  190,424 170,524 

未払費用の増減額 
（減少：△） 

 △46,277 18,634 

前受金の増減額  129,420 111,229 

その他流動負債の増減額
（減少：△） 

 △308 37,266 

預り保証金の増加額  269,918 268,658 

 

その他  34,090 7,182 

小計  1,584,700 1,661,152 76,452

利息の受取額  30 130 

利息の支払額  △39 △11 

法人税等の支払額  △413,009 △850,065 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,171,681 811,206 △360,475
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（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 

 △136,023 △988,246 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △216,740 △31,749 

差入保証金の払込によ
る支出 

 △311,958 △833,393 

差入保証金の返還によ
る収入 

 818 7,924 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △9,915 △49,000 

長期前払費用の取得に
よる支出 

 △726 △1,205 

 

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の取得に
よる支出 

※２ △6,900 △23,809 

 

その他  △150 213 
 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △681,596 △1,919,265 △1,237,669

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

短期借入金の返済によ
る支出 

 △150,000 △185,036 

長期借入金の返済によ
る支出 

 － △201,073 

株式の発行による収入  5,049,478 － 

配当金の支払額  △17,644 △89,771 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 4,881,834 △475,882 △5,357,716

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額（減少：△） 

 5,371,919 △1,583,941 △6,955,860

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 577,415 5,949,335 5,371,920

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 5,949,335 4,365,393 △1,583,942
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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 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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 

連結子会社名 

㈱シーケーフーヅ 

ライフメッセージ㈱ 

㈱介護システム研究所 

㈱エムエステート 

 なお、㈱エムエステートについて

は、当連結会計年度において新たに

設立したことにより、ライフメッ

セージ㈱及び㈱介護システム研究所

については、当連結会計年度におい

て株式取得により子会社となったこ

とに伴い、当連結会計年度から連結

子会社としております。 

 連結子会社の数５社 

連結子会社名 

㈱シーケーフーヅ 

ライフメッセージ㈱ 

㈱介護システム研究所 

㈱エムエステート 

コンフォートピア㈱ 

 なお、コンフォートピア㈱につい

ては、当連結会計年度において株式

取得により子会社となったことに伴

い、当連結会計年度から連結子会社

としております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当する会社はありません。 持分法適用の関連会社の数１社 

 会社名 

  積和サポートシステム㈱ 

 なお、積和サポートシステム㈱につ

いては、当連結会計年度において新た

に設立したことにより当連結会計年度

から持分法を適用しております。 

 持分法適用会社については、決算日

が連結決算日と異なるため、当該会社

の会計年度に係る財務諸表を使用して

おります。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

同左 

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 

イ 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。 

イ 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。 

 ロ たな卸資産 

            

 

 

貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

ロ たな卸資産 

  販売用不動産 

   個別法による原価法を採用してお

ります。 

  貯蔵品 

       同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

 定率法 

 ただし、建物（附属設備を除く）は

定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物   10～30年 

機械装置及び運搬具 ２～６年 

器具備品      ３～10年 

イ 有形固定資産 

同左 

 ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用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）に基づいております。 

ロ 無形固定資産 

同左 

 ハ 長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

ハ 長期前払費用 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ 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。 

イ 貸倒引当金 

同左 

 ロ 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に充てる

ため、支給見込額のうち当連結会計年

度に負担すべき額を計上しておりま

す。 

ロ 賞与引当金 

同左 

 ハ 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社２社は、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。年金資産が退職給付債務を上回る

部分については、前払年金費用として

固定資産に計上しております。 

ハ 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社３社は、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。年金資産が退職給付債務を上回る

部分については、前払年金費用として

固定資産に計上しております。 

 ニ 役員退職慰労引当金 

 当社及び連結子会社２社は、役員の

退職慰労金の支出に備えるため、役員

退職慰労金規程に基づく連結会計年度

末要支給額を計上しております。 

ニ 役員退職慰労引当金 

 当社及び連結子会社３社は、役員の

退職慰労金の支出に備えるため、役員

退職慰労金規程に基づく連結会計年度

末要支給額を計上しております。 

(4）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。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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） 

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

イ 消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

 但し、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お

ります。 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

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、金額

が僅少なため、発生年度に全額償却して

おります。 

 連結調整勘定の償却については、10年

間の均等償却を行っております。 

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、連結会社の利益

処分について、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。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金及び随時引き出し可能な預金

からなっております。 

同左 

 

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 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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） 

 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）が平成16年３月31日に終了する連結会計

年度に係る連結財務諸表から適用できることになったこ

とに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び同適用指

針を適用しております。これによる損益に与える影響は

ありません。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 当社の発行済株式総数は、普通株式45,200株であ

ります。 

※１ 当社の発行済株式総数は、普通株式180,800株で

あります。 

                 ※２ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

   投資有価証券（株式）       37,996千円

※３ 宅地建物取引業法に基づく営業保証金として以下

のものを法務局に供託しております。 

※３ 宅地建物取引業法に基づく営業保証金として以下

のものを法務局に供託しております。 

 
投資有価証券 10,004千円

  

 
投資有価証券 9,663千円

  
 
                 

 
 ４ 偶発債務 

   債務保証 

   下記の会社の不動産賃貸借契約に対し、以下の未

経過賃借料について債務保証を行っております。 

  ㈱ケアプラス            708,240千円

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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 研究開発費の総額 

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 

 4,757千円
 

※１ 研究開発費の総額 

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 

 18,944千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 3,925千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 205千円

機械装置及び運搬具 19千円

器具備品 268千円

ソフトウェア 324千円

合計 818千円
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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．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 

１．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17年３月31日） （平成18年３月31日）
 

現金及び預金勘定 5,949,335千円

現金及び現金同等物 5,949,335 
  

 
現金及び預金勘定 4,365,393千円

現金及び現金同等物 4,365,393 
 

  

  
   

 
※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額

と取得のための支出（純額）との関係は次のとおり

であります。 

ライフメッセージ㈱          

流動資産 52,674千円

固定資産 5,085 

連結調整勘定 900 

流動負債 △25,579 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ㈱株式の取得価額 33,080 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ㈱の現金及び現金同等物 △25,287 

差引:ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ㈱取得のための支出 7,793 

㈱介護システム研究所 

流動資産 1,722 

固定資産 122 

流動負債 △1,426 

㈱介護ｼｽﾃﾑ研究所株式の取得価額 418 

㈱介護ｼｽﾃﾑ研究所の現金及び現金同等物 △1,311 

差引: ㈱介護ｼｽﾃﾑ研究所取得による収入 △892 

  
 

 
※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額

と取得のための支出との関係は次のとおりでありま

す。 

コンフォートピア㈱          

流動資産 224,649千円

固定資産 131,837 

連結調整勘定 313,412 

流動負債 △368,780 

固定負債 △250,118 

ｺﾝﾌｫｰﾄﾋﾟｱ㈱株式の取得価額 51,000 

ｺﾝﾌｫｰﾄﾋﾟｱ㈱の現金及び現金同等物 △27,190 

差引:ｺﾝﾌｫｰﾄﾋﾟｱ㈱取得のための支出 23,809 
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①リース取引関係 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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．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）

機械装置及び
運搬具 

6,430 3,238 3,192

器具備品 206,923 140,798 66,124

ソフトウェア 9,722 1,031 8,690

合計 223,076 145,068 78,007
 

  

 
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）

機械装置及び
運搬具 

13,879 4,293 9,586

器具備品 151,393 112,187 39,206

ソフトウェア 9,722 2,976 6,746

合計 174,995 119,456 55,538
 

（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 40,044千円

１年超 43,953千円

合計 83,998千円
  

 
１年内 25,838千円

１年超 33,605千円

合計 59,443千円
 

(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、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
 

支払リース料 49,858千円

減価償却費相当額 43,400千円

支払利息相当額 4,859千円
  

 
支払リース料 45,832千円

減価償却費相当額 39,470千円

支払利息相当額 3,587千円
 

(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 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 2,034,619千円

１年超 35,279,818千円

合計 37,314,438千円
  

 
１年内 3,104,332千円

１年超 53,559,936千円

合計 56,664,268千円
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②有価証券 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1)債券 

①国債 

 

9,915

 

10,004 

 

88

 

２．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 
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 

(1)国債 

 

－ － 

 

10,004 － 

 

当連結会計年度（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1)債券 

①国債 

 

9,924

 

9,663 

 

△260

 

２．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 
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 

(1)国債 

 

－ － 

 

9,663 － 

 

③デリバティブ取引 

前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）及び当連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成

18年3月31日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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④退職給付 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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 

当社及び㈱介護システム研究所は適格退職年金制度

を採用しております。㈱シーケーフーヅは退職一時

金制度を採用しております。㈱ライフメッセージは

中小企業退職金共済制度を採用しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社、㈱介護システム研究所及びコンフォートピア

㈱は適格退職年金制度を採用しております。㈱シー

ケーフーヅは退職一時金制度を採用しております。

㈱ライフメッセージは中小企業退職金共済制度を採

用しております。 

２．退職給付債務およびその内訳 ２．退職給付債務およびその内訳 
 
(1）退職給付債務 △72,769千円

(2）年金資産 78,407 

(3）未積立退職給付債務(1）+(2） 5,637 

(4）前払年金費用 8,012 

(5）退職給付引当金(3）-(4） △2,375 
 

 
(1）退職給付債務 △105,811千円

(2）年金資産 137,138 

(3）未積立退職給付債務(1）+(2） 31,327 

(4）前払年金費用 35,961 

(5）退職給付引当金(3）-(4） △4,635 
 

（注）退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用して

おります。 

（注）退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用して

おります。 

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳 
 
(1）勤務費用 36,586千円

(2）退職給付費用合計 36,586 
  

 
(1）勤務費用 38,234千円

(2）退職給付費用合計 38,234 
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⑤税効果会計 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 
 繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 42,866千円

未払事業税 39,858 

未払社会保険料 4,782 

税務上の繰越欠損金 3,995 

その他 2,047 

小計 93,550 

評価性引当金 △4,392 

繰延税金資産（流動）計 89,157 
 

 
繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 60,377千円

未払事業税 42,596 

未払社会保険料 6,843 

税務上の繰越欠損金 13,773 

その他 24,309 

小計 147,900 

評価性引当金 △14,178 

繰延税金資産（流動）計 133,722 
 

 
 繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 8,249 

減価償却費 17,225 

その他 2,605 

小計 28,080 

評価性引当金 △433 

繰延税金資産（固定）計 27,647 

繰延税金負債（固定）  

前払年金費用 △3,240 

繰延税金負債（固定）計 △3,240 

繰延税金資産（固定）の純額 24,406 

繰延税金資産合計 113,564 
 

 
繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 10,875 

減価償却費 18,768 

その他 4,123 

小計 33,767 

評価性引当金 △329 

繰延税金資産（固定）計 33,438 

繰延税金負債（固定）  

前払年金費用 △14,542 

その他 △1,476 

繰延税金負債（固定）計 △16,019 

繰延税金資産（固定）の純額 17,418 

繰延税金資産合計 151,140 
 

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 
 

法定実効税率 40.44％

（調整） 

住民税均等割 4.04％

留保金課税 4.36％

税額控除 △0.38％

その他 0.22％

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 

48.68％

  

 
法定実効税率 40.44％

（調整） 

住民税均等割 3.77％

税額控除 △0.36％

欠損子会社の未認識税務利益 0.62％

その他 0.73％

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 

45.20％

 

 



－  － 

 

30

⑥セグメント情報 

a.事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日 至

平成18年３月31日） 

当社グループは介護サービス事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

b.所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日 至

平成18年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及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 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日 至

平成18年３月31日） 

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 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

(1）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）

職員健診
(注１) 

4,660 未払金 767

橋本俊明 － － 

当社代表
取締役社
長 
 
医療法人
自由会 
理事長 

(被所有)
直接 
43.77％

－ － 

株式購入
（注２）

32,599 － －
役員及びそ
の近親者 

得能晶江 
(橋本俊明
の義母) 

－ － － なし － － 
施設入居料

(注３) 
1,426 前受金 121

１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）職員の健康診断費用については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

（注２）購入日の純資産額に基づき交渉のうえ決定しております。 

（注３）施設入居料については、他の一般の入居者と同様であります。 

３．医療法人自由会との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。 

 

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）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）

橋本俊明 － － 

当社代表
取締役社
長 
 
医療法人
自由会 
理事長 

(被所有)
直接 
35.39％

－ － 
職員健診
(注１) 

4,022 未払金 197

役員及びそ
の近親者 

得能晶江 
(橋本俊明
の義母) 

－ － － なし － － 
施設入居料

(注２) 
1,418 前受金 121

１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）職員の健康診断費用については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

（注２）施設入居料については、他の一般の入居者と同様であります。 

３．医療法人自由会との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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 142,899円42銭

１株当たり当期純利益 15,648円20銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 40,538円85銭

１株当たり当期純利益 5,315円92銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 

当社は、平成17年5月20日付で株式１株につき４株の

割合をもって株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 35,724円85銭

１株当たり当期純利益 3,912円05銭
 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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） 

当期純利益（千円） 658,507 961,119 

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） 658,507 961,119 

期中平均株式数（株） 42,082 180,800 

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 

平成16年６月29日 

定時株主総会決議に基づく新株

予約権（潜在株式の数117株） 

平成16年６月29日 

定時株主総会決議に基づく新株

予約権（潜在株式の数420株） 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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） 

                    当社は、平成18年４月１日をもって、100％子会社で

あるコンフォートピア株式会社を吸収合併いたしまし

た。 

 (1）合併の目的 

    当社と事業内容が重複する子会社を当社に吸収

合併することにより、事業の効率化を図ること

を目的とするものであります。 

 (2）合併の方法 

    当社を存続会社とする吸収合併方式で、コン

フォートピア株式会社は解散いたします。   

本合併は、旧商法第413条ノ３に定める簡易合併

の手続により行うものであります。 

 (3）資本金の増加 

    資本金の増加はありません。 

 (4）合併期日 

    平成18年４月１日（登記：平成18年４月３日）

 (5）合併による引継資産 

     当社がコンフォートピア株式会社から引き継

いだ資産、負債は以下のとおりであります。 

    資産合計    664,313千円 

    負債合計    259,744千円 

    差引正味財産  404,568千円 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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） 

 
 平成17年１月31日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

１．平成17年５月20日付をもって普通株式１株につき４

株に分割しました。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式          135,600株 

(2）分割方法 

 平成17年３月31日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき４株の割合をもって

分割しました。 

２．配当起算日 

平成17年４月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当期における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

4,998.49円 35,724.85円 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

2,884.27円 3,912.05円 

潜在株式調整後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 

－円 －円 
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