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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30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 営業利益又は営業損失 経常利益又は経常損失

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 11,548  (26.9) △18 (  ―  ) △70 (  ―  )
17年９月中間期 9,098 (21.9) 110 (△61.8) 94 (△56.7)

18年３月期 19,085 6 △49

中間(当期)純利益又は純損失
１株当たり中間

(当期)純利益又は純損失
潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 △116 (  ―  ) △18 17 ― ―
17年９月中間期 4 (△95.9) 0 63 0 62

18年３月期 △148 △23 31 ― ―

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 ―百万円 17年９月中間期 ―百万円 18年３月期 ―百万円
②期中平均株式数 18年９月中間期 6,388,606株 17年９月中間期  6,384,107株 18年３月期 6,385,532株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 9,037 1,786 19.8 279 60
17年９月中間期 7,164 2,117 29.6 331 59

18年３月期 8,315 1,965 23.6 307 68

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期  6,390,420株 17年９月中間期 6,386,500株 18年３月期 6,387,420株
②期末自己株式数 18年９月中間期 80株 17年９月中間期 ―株 18年３月期 80株

(3）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９月中間期 49 △277 251 717
17年９月中間期 △216 △747 1,045 547

18年３月期 △398 △1,544 2,171 693

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

                 百万円                   百万円                    百万円

通　期 25,031 356 70
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 10円97銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － 10 － 10

19年３月期（実績） － － － － －  

19年３月期（予想） － － － 10 － 10

　(注)１株当たり予想当期純利益は、平成18年９月末の株式数6,390,420株で計算しております。
※　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。
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１．企業集団の状況

　当社は、子会社および関連会社を有しておりませんので、企業集団の状況は記載しておりません。

　なお、当社は、在宅介護事業、居住系介護事業を中心に介護サービス事業を行っており、主として介護保険の適用を受

けるサービスを提供しております。在宅介護事業では、通所介護、訪問介護、訪問入浴介護、居宅介護支援を中心とした

介護サービスを提供しております。居住系介護事業では、有料老人ホーム、グループホーム等の運営を行っております。

また、人材関連事業やその他の事業としてヘルパー養成講座の運営等を行っております。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 

ヘルパー養成講座 

介護福祉事業者 受講者 

利用者 

訪問介護 

訪問入浴介護 

居宅介護支援（ケアプラン

作成） 

通所介護（デイサービス） 

短期入所生活介護（ショー

トステイ） 

福祉用具販売・貸与 

在宅介護事業 

当社 

居住系介護事業 人材関連事業 その他の事業 

有料老人ホーム 

グループホーム 

高齢者住宅 

人材派遣 

職業紹介 

２．経営方針

１）会社の経営の基本方針

　当社は、「自立した日常生活を目指すケアの提供により、ご利用者とご家族をサポートする」ことを経営理念に掲げて

おります。その経営理念のもと、「利用者本位の経営」、「サービスの質の向上と確保」、「サービス複合化の取組み」

を基本方針として、利用者の多様なニーズに沿った総合福祉サービスを積極的に展開してまいります。

２）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、利益配分につきまして、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。

　また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応えるサービスを強

化していくために、有料老人ホーム、人材派遣等の拠点拡大のために有効投資してまいります。

　平成17年６月29日開催の第37期定時株主総会以降、株主重視の観点から１株当たりの配当金を10円に増額しております。

今後も、積極的な事業投資と安定的な配当実施を図り、企業価値の向上を目指してまいります。

３）投資単位の引き下げに関する考え方および方針等

　当社は、株式の流動性の向上および株主数の増加を重要課題としてとらえております。投資金額を勘案し、投資家の皆

様方により投資しやすい環境を整えるために、１単元の株式数を100株として流動性の確保に努めております。今後も株価

動向、業績水準等を総合的に勘案し、投資単位引き下げの必要性の有無を継続的に検討してまいります。

４）目標とする経営指標

　当社は、当面市場を確保するため成長性を優先した事業展開を行っております。引き続き２桁台の成長率を目指してお

ります。

５）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、中長期的に拡大が予測される介護保険市場においてマーケットシェアを確保するため、成長性を重視した事業

戦略、すなわち「成長戦略」を推進してまいります。今後の事業展開を考えた場合、定期的に見直しが行われる介護保険
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制度や報酬改定のリスクを軽減するため、事業構成に複数の柱が必要であると考えております。この際に検討しなければ

ならないことは、一つには、今後社会的に成長期待のある事業構成であること、二つには、すでに展開してきた既存事業

との相乗効果が見込めること、であります。

　こうした観点から、当社は今期以降、在宅介護事業と、有料老人ホーム事業、人材派遣事業の３本柱を事業構成として

事業展開を進めております。この事業構成により、比較的景気変動や介護保険改正の影響を軽減でき、安定した収益基盤

の確立を達成できると考えております。

　３本柱の事業のそれぞれの戦略については以下のとおりです。

　在宅介護事業につきましては、これまで積極的に出店してきたデイサービスセンターを中心とする施設で、介護予防の

柱である「筋力向上」、「栄養改善」、「口腔ケア」について、当社としてあるべき介護予防事業の確立に取り組んでま

いります。筋力向上につきましては、マシンを使用するプログラムとマシンを使用しないプログラムを用意し、当社独自

の成果を検証できる仕組みをつくり、利用者の利便に合わせた独自のメニューを拡充してまいります。栄養改善につきま

しては、有料老人ホームのセントラルキッチン化を進めながら、近隣のデイサービスセンターなどへ新鮮で栄養価の高く

美味しい食事の提供が出来る体制の整備、栄養士による個別対応を進めてまいります。口腔ケアにつきましては、地元歯

科医師や歯科衛生士との共同の取組みを推し進めてまいります。

　つぎに、有料老人ホーム事業につきましては、全国自治体の事業計画の情報収集および詳細な調査を行っており、当社

独自のマーケティングリサーチを行いながら、全国の最適候補地を選定し、自治体の意向を十分反映した企画立案を早い

時期に提案して、確実な事業実現に向けて積極的に取り組んでまいります。また、介護保険法および老人福祉法改正によ

り有料老人ホームの定義が見直され、他の居住関連施設を含めて、高齢者向けの住まいづくりについて、高齢者専用賃貸

住宅や高齢者向け有料賃貸住宅などの、さまざまな選択が可能となる環境が整ってまいりました。当社としても、介護サー

ビスの提供方法なども含めて、さまざまな調査を行いながら、慎重に事業化の可能性について検討を進めてまいります。

　人材派遣事業につきましては、ひきつづき旺盛な需要が見込まれることから、政令指定都市、県庁所在地を中心に出店

を行い、全国の拠点展開を引き続き進めてまいります。

 

６）会社の対処すべき課題

①　介護保険制度見直しに対処すべき課題

　平成18年４月１日からの介護保険法改正により、さまざまな報酬単価の見直しとともに、新たに新予防給付の創設や地

域支援事業の創設により予防重視型システムが確立されました。また、地域密着型サービスなどの新たなサービス体系の

確立に加え、介護サービス情報の開示などサービスの質の確保・向上のための制度が施行されました。

　当事業年度下期以降、こうした新しいサービスへの取組みが各自治体とも本格化する見通しであり、当社としても、こ

うした制度改正に的確に対処し、工夫を加えた魅力ある事業所運営を行っていくことで、安定した事業収益の確保を図っ

てまいります。

②　経営体質の改善における課題

　平成18年度から実施された介護保険制度の改正ならびに介護報酬の改定により、当社を取り巻く環境は一段と厳しさを

増してきておりますので、引き続き経営体質を改善し収益基盤強化に取り組んでまいります。具体的には、集客のための

営業力強化を行い、事業所の利用者の確保を重点的に進めることにより、前期までに集中的に開設した事業所の稼働率を

引き上げてまいります。また、全社的にコストの見直しを行い、ムダを排除しコスト削減に取り組んでまいります。

③　拠点展開における課題

　有料老人ホームは高級タイプと低価格タイプの２極化が進んでおりますが、当社が拠点展開に取り組んでいるのは低価

格タイプであります。介護保険法が改正され、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームの入所待機者の中から新規需

要が見込まれます。一方で、医療関連法の改正もあり、療養型病床群の６割の削減方針が示されたことにより有料老人ホー

ムもその受け皿として需要が見込まれます。また、グループホームについては、認知症高齢者の増加が予測されることか

ら長期的に需要が見込まれます。

　しかしながら、有料老人ホームについては、介護事業各社が入所待機者を取り込もうと低価格タイプの建設に注力して

おり、競争激化が予想されます。

　また、有料老人ホームとグループホームとも保険者である自治体の介護保険事業計画の計画量を満たした地域では、新

規の事前協議の段階で受付を停止するところも出てきております。従って、自治体との緊密なコミュニケーションを通じ

て情報収集に努めると共に綿密なマーケティングリサーチを行い、需要の見込まれ許認可が得られる地域に拠点展開して
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まいります。

　また、デイサービスを中心とする複合型サービス拠点や急激に事業拡大している人材派遣の営業拠点の展開に当って、

綿密なマーケティングリサーチによる出店に取り組んでまいります。

④　人材育成における課題

　当社は、良質なサービスの提供によりご利用者に選んでいただける総合福祉サービス企業を目指しております。事業所

の管理者をはじめ介護スタッフ等の資質の向上を図る管理者研修、職種別・熟練度別研修に取り組んでおります。

　加えて、経営幹部が事業所を巡回し営業拠点や運営改善の指導を行い、人材育成に積極的に取り組んでまいります。

７）内部管理体制の整備・運用の状況

（ａ）内部牽制組織、組織上の事業部門および管理部門の状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状況

　当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、内部管理体制強化のための牽制組織および機能の整備を図っ

ております。

　管理部門の状況につきましては、人事、総務、財務、経営企画、業務支援部およびお客様相談室等を配置し、予算や事

務、適時開示等の管理および統制を行うとともに、業務全般に亘る内部管理および統制を実施しております。

　また、社内規程の整備につきましては、関係法令の改正・内部統制機能の整備に対応し、適宜規程の整備、見直しを実

施しております。

　業務遂行におけるこれら規程等の遵守状況は、内部監査により確認されております。

　内部監査は、監査室長１名と監査室員４名から構成される内部監査室が担当しております。社長承認を得た年度監査計

画に基づき、各部署に対し監査を実施します。監査結果は被監査部門長に講評した後に社長および監査役へ報告を行いま

す。改善勧告事項がある場合には、被監査部門に業務改善回答書を提出させ、内部監査室は部門の業務改善計画と実行状

況をフォローアップしております。

（ｂ）内部管理体制の充実に向けた取組みの最近半年間における実施状況

　当中間会計期間は、105ヵ所の事業所を対象に内部監査室による内部監査を実施しました。

３．経営成績および財政状態
(1）経営成績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、民需主導に牽引される形で回復基調は継続し、企業収益の改善による民間設備

投資の増加や雇用状況の改善等、今後の景気拡大が予想される状況で推移いたしました。しかしながら、米国景気には減

速感が出ており、原油価格の高騰等を要因とする原材料費および人件費コストの上昇懸念もあり、先行きは未だ不透明な

部分が残る状況となっております。

　福祉業界におきましては、介護保険制度の改正から半年が経過し、制度面での理解は進んだものの、介護報酬の引き下

げによる影響を受ける企業が多くなっております。さらに、異業種からの参入や好調企業の出店加速によるシェア争いは

続いており、状況は依然として楽観視できないものとなっております。

　こうした状況のもと、当社は有料老人ホームを中心とした居住系介護事業および人材派遣事業の開発に積極的に取り組

み、５月に埼玉県吉川市および神奈川県三浦市に、また８月に静岡県富士市にそれぞれ開設した有料老人ホームや当中間

会計期間に宮城県仙台市、兵庫県神戸市、静岡県静岡市、千葉県千葉市、広島県広島市、北海道札幌市、神奈川県厚木市

に開設した人材派遣の拠点など18ヵ所の設備投資を行いました。これによりまして当中間会計期間末における当社の営業

拠点は43都道府県348ヵ所となりました。

　以上の結果、当中間会計期間における売上高は11,548百万円（前年同期比26.9％増）となりました。部門別に見てみま

すと、在宅介護事業の売上高は9,577百万円（前年同期比17.5％増）となり、その内訳は、通所介護（デイサービス）売上

4,420百万円（前年同期比44.6％増）、訪問介護売上3,136百万円（前年同期比0.2％減）、訪問入浴介護売上1,273百万円

（前年同期比3.2％減）、居宅介護支援（ケアプラン作成）売上534百万円（前年同期比28.5％増）、その他売上211百万円

（前年同期比3.6％減）となりました。また、居住系介護事業の売上高は1,248百万円（前年同期比97.9％増）、人材関連

事業の売上高は700百万円（前年同期比144.8％増）となり、その他の事業の売上高は22百万円（前年同期比25.0％減）と

なりました。

　損益面におきましては、前期に新規開設したデイサービスセンターやグループホームについては売上を伸ばしているも

のの、施設稼動としては立上がり途上にあります。また有料老人ホームを中心とした出店経費負担増から、当中間会計期

間における経常損失は70百万円（前年同期は94百万円の経常利益）、中間純損失は116百万円（前年同期は4百万円の中間

純利益）となりました。
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(2）財政状態

当中間会計期間の貸借対照表の状況　

（流動資産）

　当中間会計期間末における流動資産の残高は、4,228百万円（前事業年度末は3,731百万円）となり、496百万円増加いた

しました。これは主に売掛金の増加（2,186百万円から2,481百万円へ295百万円増）並びに未収入金の増加（291百万円か

ら373百万円へ81百万円増）等が要因であります。

（固定資産）

　当中間会計期間末における固定資産の残高は、4,809百万円（前事業年度末は4,584百万円）となり、225百万円増加いた

しました。これは主に新規出店に伴う増加で、長期貸付金（2,053百万円から2,240百万円へ187百万円増）等によるもので

す。

（流動負債）

　当中間会計期間末における流動負債の残高は、3,355百万円（前事業年度末は4,058百万円）となり、703百万円減少いた

しました。これは主に短期借入金の減少（1,400百万円から200百万円へ1,200百万円減）等が要因であります。

 （固定負債）

　当中間会計期間末における固定負債の残高は、3,895百万円（前事業年度末は2,291百万円）となり、1,603百万円増加い

たしました。これは主に社債の増加（1,000百万円増）と長期借入金の増加（1,817百万円から2,150百万円へ332百万円増）

等が要因であります。

（純資産）

　当中間会計期間における純資産の残高は、1,786百万円（前事業年度末は1,965百万円）となり、178百万円減少いたしま

した。主な要因は、利益剰余金の減少と配当金の支払等によるものです。

 

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況　

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、717百万円となり、前事業年度末に比べ24

百万円増加しました。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49百万円（前年同期は216百万円の資金減）となりました。これは主に、長期前受金の増

加246百万円と未払金の増加109百万円に対し、税引前中間純損失83百万円と売上債権の増加295百万円および未収入金の増

加81百万円等の結果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277百万円（前年同期は747百万円の資金減）となりました。これは主に、貸付金（建設

協力金）の回収による収入74百万円に対し、貸付による支出327百万円、敷金及び保証金の差入による支出31百万円等の結

果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）

　財務活動の結果得られた資金は251百万円（前年同期は1,045百万円の資金増）となりました。これは主に、長期借入金

の借入による収入926百万円と社債の発行による収入984百万円に対し、短期借入金の純減少額1,200百万円、長期借入金の

返済による支出397百万円ならびに配当金の支払63百万円等の結果によるものであります。
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キャッシュ・フロー指標のトレンド

 第37期 第38期 第39期 

  平成17年３月期  平成18年３月期 平成19年３月期 

  中間  期末 中間 期末  中間

自己資本比率（％） 35.3 36.0 29.6 23.6 19.8

 時価ベースの自己資本

比率（％）
132.6 112.2 88.4 66.8 38.9

 債務償還年数（年） 8.1 6.3 ― ― 47.5

 インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
4.2 6.2 ― ― 1.5

 

・自己資本比率：自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率：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

 

※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。

※中間期の債務償還年数は、営業キャッシュ・フローを２倍して算出しております。

※債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオのうち、平成18年３月期の中間と期末につきましては、営業キャッ

シュ・フローがマイナスであったため記載を省略しております。

 

 

(3）通期の見通し

　出店につきましては、有料老人ホームを中心とする居住系介護事業および人材派遣事業を中心に新設してまいります。

通期の出店数は、居住系介護事業で９ヵ所、人材派遣事業で15ヵ所、在宅介護事業で５ヵ所、合計で29ヵ所を計画してお

ります。

　通期売上見通しにつきましては、在宅介護事業で19,913百万円（前期比17.3％増）、居住系介護事業で3,215百万円（前

期比140.4％増）、人材派遣事業で1,845百万円（前期比157.5％増）、その他事業で58百万円（前期比2.1％減）、合計

25,031百万円（前期比31.2％増）を予想しております。

　損益につきましては、営業利益は、457百万円（前期比451百万円の増加）、経常利益は356百万円（前期比405百万円の

増加）、当期純利益は70百万円（前期比218百万円の増加）を予想しております。

  なお、この業績予想は、平成18年８月15日に発表いたしました「平成19年３月期中間ならびに通期業績予想の修正に関

するお知らせ」のとおりであります。

（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。 （単位：百万円）

項目 前事業年度 当事業年度

売

上

高

在 　宅 　介　 護　 事　 業 16,972 19,913

居　住　系　介　護　事　業 1,337 3,215

人　 材 　派　 遣　 事 　業 716 1,845

そ　　の　　他　　事　　業 59 58

 合　　　　　計 19,085 25,031

営　　　業　　　利　　　益 6 457

経　　　常　　　損　　　益 △49 356

当　　期　　純　　損　　益 △148 70

 (4）事業等のリスク

　①法的規制（介護保険制度）について

　当社の主要な事業である在宅介護事業は、介護保険法の適用を受けるサービスの提供を内容とするため、サービス内容、

報酬、事業所展開をはじめ当社の事業および業績は、介護保険制度の影響を受けることになります。

　介護保険法は施行後5年を目処として法律全般に検討が加えられ、その結果に基づいて見直しがおこなわれることになっ

ております。法令の変更により、当社の事業活動に支障をきたし、または事業の内容の変更を余儀なくされる可能性があ
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ります。また、介護報酬の基準単位は、介護保険法およびそれに基づく政省令により定められているため、採算性に問題

が生じる可能性もあります。さらに、少子高齢化による負担者層の減少が予想される等、介護保険の財政基盤は磐石とは

言えず、介護保険の自己負担部分が引き上げられる可能性もあり、介護保険の利用が抑制されるおそれがあります。

これらの事情により当社の業績もその影響を受ける可能性があります。

　また、介護保険法およびそれに基づく政省令等において、事業活動は通常の事業会社よりも相対的に強い制約のもとに

あることから、当社の事業の順調な発展が妨げられるおそれがあります。

　②従業員の確保について

　平成18年9月末の当社の従業員は、常勤従業員（社員、嘱託従業員）1,236名のほかに非常勤従業員（ハートケア従業員、

登録従業員等）6,895名（最近1年間について１人１日８時間換算した場合3,649名）であります。

　当社が事業規模を維持・拡大していくためには、それに見合った人材の確保が必要となります。また当社が提供する介

護サービスは、ほとんどの場合有資格者によるサービスが義務付けられており、提供するサービス内容によって、それぞ

れ異なる資格を必要とするため、適切な資格を有する人材を確保する必要があります。当社といたしましては、有資格者

を中心とする新たな人材の獲得や、自社の教育研修制度を通じて人材の育成に積極的に取り組んでおりますが、介護保険

事業の拡大に伴って全般的に有資格者に対する需要は増大しており、そのため、優秀な人材の獲得は容易ではなく、事業

規模の拡大に追いつかないおそれがあります。このような場合、新たな事業所の増設ができないなど当社が提供する介護

サービスの量的、質的な低下を招くおそれがあり、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　③競合について

　高齢者社会の進展に伴い要介護認定者の増加基調が予想されるとともに、介護保険制度の施行から６年が経過し、社会

全般における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、介護関連ビジネス市場は今後も拡大が予測され

ることや他産業に比べて参入障壁が低いことから、医療法人や社会福祉法人および異業種を含めた様々な企業が参入して

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。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２  668,003   753,159  85,155  728,910  

２．売掛金   1,969,912   2,481,611  511,698  2,186,450  

３．貯蔵品   40,039   35,923  △4,115  35,019  

４．繰延税金資産   96,750   138,505  41,755  110,701  

５．未収入金   278,634   373,435  94,800  291,476  

６．その他   329,992   462,380  132,387  394,365  

貸倒引当金   △9,000   △17,000  △8,000  △15,000  

流動資産合計   3,374,332 47.1  4,228,014 46.8 853,681  3,731,923 44.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２  601,281   578,764  △22,517  620,625  

(2）土地 ※２  207,956   148,704  △59,251  148,704  

(3）その他   110,486   49,586  △60,900  49,273  

有形固定資産
合計

  919,724   777,055  △142,669  818,603  

２．無形固定資産   37,911   36,781  △1,130  37,059  

３．投資その他の
資産

           

(1）長期貸付金   1,389,191   2,240,648  851,456  2,053,299  

(2）繰延税金資
産

  29,147   40,214  11,067  32,017  

(3）敷金保証金 ※２  1,182,992   1,274,359  91,367  1,258,776  

(4）その他   231,144   440,850  209,705  384,288  

投資その他の
資産合計

  2,832,476   3,996,073  1,163,596  3,728,382  

固定資産合計   3,790,113 52.9  4,809,910 53.2 1,019,796  4,584,045 55.1

資産合計   7,164,446 100.0  9,037,924 100.0 1,873,478  8,315,969 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   13,393   11,430  △1,963  14,594  

２．短期借入金 ※２  500,000   200,000  △300,000  1,400,000  

３．一年以内返済
予定長期借入
金

※２
※４

 808,557   963,970  155,413  753,905  

４．一年以内償還
予定社債

  ―   400,000  400,000  400,000  

５．未払金 ※３  852,278   1,102,099  249,820  988,435  

６．未払法人税等   144,203   103,285  △40,917  87,672  

７．賞与引当金   163,206   239,918  76,712  188,766  

８．その他   197,656   334,833  137,176  225,618  

流動負債合計   2,679,296 37.4  3,355,537 37.1 676,241  4,058,992 48.8

Ⅱ　固定負債            

１．社債   400,000   1,000,000  600,000  ―  

２．長期借入金
※２
※４

 1,538,020   2,150,410  612,390  1,817,860  

３．退職給付引当
金

  69,742   95,775  26,032  81,568  

４．長期前受金   343,635   615,131  271,495  369,121  

５．その他   16,049   34,293  18,244  23,168  

固定負債合計   2,367,447 33.0  3,895,609 43.1 1,528,162  2,291,718 27.6

負債合計   5,046,743 70.4  7,251,146 80.2 2,204,403  6,350,710 76.4

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   809,250 11.3  ― ― △809,250  809,500 9.7

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  828,450   ―    828,700   

資本剰余金合計   828,450 11.6  ― ― △828,450  828,700 10.0

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  1,993   ―    1,993   

２．任意積立金  7,402   ―    7,402   

３．中間（当期）
未処分利益

 470,606   ―    317,734   

利益剰余金合計   480,002 6.7  ― ― △480,002  327,130 3.9

Ⅳ　自己株式   ― ―  ― ― ―  △72 △0.0

資本合計   2,117,702 29.6  ― ― △2,117,702  1,965,258 23.6

負債資本合計   7,164,446 100.0  ― ― △7,164,446  8,315,969 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   ― ―  810,250 9.0 810,250  ― ―

２．資本剰余金            

(１)資本準備金  ―   829,450    ―   

資本剰余金合計   ― ―  829,450 9.2 829,450  ― ―

３．利益剰余金            

(１)利益準備金  ―   1,993    ―   

(２)その他利益
剰余金

           

固定資産
圧縮積立金

 ―   6,351    ―   

繰越利益
剰余金

 ―   138,805    ―   

利益剰余金合計   ― ―  147,149 1.6 147,149  ― ―

４．自己株式   ― ―  △72 △0.0 △72  ― ―

株主資本合計   ― ―  1,786,777 19.8 1,786,777  ― ―

純資産合計   ― ―  1,786,777 19.8 1,786,777  ― ―

負債純資産合計   ― ―  9,037,924 100.0 9,037,924  ― ―
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,098,522 100.0  11,548,857 100.0 2,450,334  19,085,224 100.0

Ⅱ　売上原価   8,198,799 90.1  10,588,855 91.7 2,390,056  17,455,587 91.5

売上総利益   899,723 9.9  960,001 8.3 60,278  1,629,637 8.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  788,845 8.7  978,747 8.5 189,902  1,623,449 8.5

営業利益又は
営業損失(△)

  110,877 1.2  △18,746 △0.2 △129,623  6,187 0.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  19,060 0.2  25,293 0.2 6,232  33,976 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  35,851 0.4  76,810 0.6 40,959  89,393 0.5

経常利益又は
経常損失(△)

  94,086 1.0  △70,263 △0.6 △164,350  △49,228 △0.3

Ⅵ　特別利益 ※３  6,849 0.1  ― ― △6,849  6,849 0.0

Ⅶ　特別損失
※４
※６

 6,554 0.1  12,955 0.1 6,400  10,534 0.0

税引前中間純
利益又は中間
(当期)純損失
(△)

  94,382 1.0  △83,218 △0.7 △177,601  △52,913 △0.3

法人税、住民
税及び事業税

 115,883   68,888    138,280   

法人税等調整
額

 △25,504 90,378 1.0 △36,001 32,887 0.3 △57,491 △42,325 95,955 0.5

中間純利益又
は中間(当期)
純損失(△)

  4,003 0.0  △116,105 △1.0 △120,109  △148,868 △0.8

前期繰越利益   466,603   ―    466,603  

中間（当期）
未処分利益

  470,606   ―    317,734  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

　当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己
 株式 

株主資本
合計 資本

準備金 

資本
剰余金
合計 

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計 

固定資産圧
縮積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日　残高

 （千円)
809,500 828,700 828,700 1,993 7,402 317,734 327,130 △72 1,965,258 1,965,258

中間会計期間中の変動額

 　新株の発行 750 750 750      1,500 1,500

　 固定資産圧縮積立金の取崩

　 （注）
    △1,051 1,051  ―  ― ― 

 　剰余金の配当

　 （注）
     △63,874 △63,874  △63,874 △63,874

 　中間純損失（△）      △116,105 △116,105  △116,105 △116,105

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
         ― 

 中間会計期間中の変動額合計　

（千円）
750 750 750 ― △1,051 △178,929 △179,980 ― △178,480 △178,480

 平成18年９月30日　残高

（千円）
810,250 829,450 829,450 1,993 6,351 138,805 147,149 △72 1,786,777 1,786,777

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税引前中間純利益又
は税引前中間（当
期）純損失（△）

 94,382 △83,218 △177,601 △52,913

減価償却費  47,133 43,785 △3,347 96,649

減損損失  ― 10,562 10,562 ―

貸倒引当金の増加額  2,000 2,000 ― 8,000

賞与引当金の増加額  66,126 51,151 △14,974 91,687

退職給付引当金の増
加額

 12,565 14,206 1,641 24,391

受取利息及び受取配
当金

 △7,577 △17,907 △10,330 △17,404

支払利息  28,154 35,253 7,098 60,023

社債発行費  ― 15,079 15,079 ―

シンジケートローン
手数料

 ― 14,000 14,000 ―

有形固定資産除却損  6,554 2,392 △4,161 10,526

無形固定資産除却損  ― ― ― 5

有形固定資産売却損  ― ― ― 2

投資有価証券売却益  △6,849 ― 6,849 △6,849

売上債権の増加額  △145,434 △295,160 △149,725 △361,972

未収入金の増加額  △60,648 △81,953 △21,305 △73,490

たな卸資産の増加額  △7,945 △904 7,041 △2,925

その他の流動資産の
増加額

 △81,850 △99,727 △17,877 △80,112

仕入債務の増減額  690 △3,164 △3,854 1,891

未払金の増加額  95,931 109,626 13,694 229,195

その他の流動負債の
増減額

 △6,972 111,426 118,399 32,857

長期前受金の増減額  △30,863 246,009 276,873 △5,377

その他固定負債の増
加額

 802 11,125 10,323 7,921

小計  6,197 84,582 78,385 △37,895

利息及び配当金の受
取額

 7,577 17,903 10,326 17,416

利息の支払額  △31,259 △32,084 △825 △61,811

法人税等の支払額  △198,916 △55,672 143,244 △316,303

法人税等の還付額  ― 34,860 34,860 ―

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △216,401 49,588 265,989 △398,594

－ 13 －



  

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

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

 △103,011 ― 103,011 △130,012

定期預金の解約によ
る収入

 58,004 ― △58,004 211,030

有形固定資産の取得
による支出

 △69,211 △11,799 57,411 △84,905

敷金及び保証金の差
入による支出

 △171,436 △31,143 140,292 △259,677

敷金及び保証金の返
還による収入

 2,892 6,355 3,462 6,359

貸付による支出  △529,075 △327,309 201,765 △1,435,687

貸付金の回収による
収入

 40,671 74,730 34,058 91,386

投資有価証券の売却
による収入 

 11,975 ― △11,975 11,975

その他  11,765 12,058 293 44,872

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △747,424 △277,109 470,315 △1,544,657

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金純増減額  500,000 △1,200,000 △1,700,000 1,400,000

長期借入金の借入に
よる収入

 1,100,000 926,000 △174,000 1,820,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △493,089 △397,385 95,704 △987,901

社債の発行による収
入

 ― 984,920 984,920 ―

株式の発行による収
入

 2,000 1,500 △500 2,500

配当金の支払額  △63,015 △63,265 △250 △63,173

自己株式の取得によ
る支出

 ― ― ― △72

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,045,895 251,769 △794,126 2,171,353

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
増加額

 82,069 24,248 △57,821 228,101

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 465,408 693,510 228,101 465,408

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※1 547,478 717,759 170,280 693,510
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準および評

価方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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しておりま

す。）

────── (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

均法により算定しております。）

 (2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

 ────── (2）デリバティブ

 同左

 (3）たな卸資産

貯蔵品　　最終仕入原価法によっ

ております。

(1）たな卸資産

 同左

(3）たな卸資産

 同左

２．固定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年度の税制改正に伴い、

平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　　　　７年～35年

構築物　　　　10年～20年

車両運搬具　　３年～６年

工具器具備品　２年～20年

(1）有形固定資産

 同左

(1）有形固定資産

 同左

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。な

お、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）に基づく定額法を採用

しております。

(2）無形固定資産

 同左

(2）無形固定資産

 同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

 同左

(1）貸倒引当金

 同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支出に備

えるため、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

(2）賞与引当金

 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (3）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

務の見込額に基づき、当中間会計

期間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。

　数理計算上の差異については、

各期の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

（３年）による按分額をそれぞれ

発生の翌期より費用処理しており

ます。

(3）退職給付引当金

　

　　　　　　同左

(3）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

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　数理計算上の差異については、

各期の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

（３年）による按分額をそれぞれ

発生の翌期より費用処理しており

ます。

    

４．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 同左

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、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

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当中間会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下の通りであります。

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下の通りであります。

　ヘッジ手段…金利スワップ

　ヘッジ対象…借入金利息

 (3）ヘッジ方針

　当社の内規である「資金運用管

理規程」に基づき、主に金利変動

リスクをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、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

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（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ヵ月以

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 同左

７．その他中間財務諸表（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。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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）

　当中間会計期間より、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））および「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）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。

 　　　　　

 

 

 

　　　　　 ──────

 

           

 

 　　　　　──────

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は1,786,777千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「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））および「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

委員会 平成15年10月31日 企業会計基

準適用指針第６号）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

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      376,860千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 449,780千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

408,691千円

※２　担保資産および担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２　担保資産および担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２　担保資産および担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

建物   92,828千円

土地 148,704千円

敷金保証金 10,059千円

合計 251,593千円

現金及び預金 35,400千円

建物    88,513千円

土地    148,704千円

敷金保証金     10,059千円

合計    282,678千円

現金及び預金 35,400千円

建物 90,627千円

土地 148,704千円

敷金保証金 10,059千円

合計 284,792千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 100,000千円

一年以内返済予定

長期借入金
200,000千円

長期借入金 670,000千円

合計 970,000千円

短期借入金    200,000千円

一年以内返済予定

長期借入金
   254,642千円

長期借入金    633,928千円

合計 1,088,571千円

短期借入金 400,000千円

一年以内返済予定長

期借入金
200,000千円

長期借入金 685,714千円

合計 1,285,714千円

※３　消費税等の取扱い

仮払消費税等および仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「未払金」に含めて表示して

おります。

 

※３　消費税等の取扱い

同左

※３　消費税等の取扱い

──────

※４　財務制限条項

──────

※４　財務制限条項

　借入金のうち1,210,000千円には、財務制限

条項等がついており、下記の条項の遵守を確約

しております。（複数ある場合は、条件の厳し

い方を記載しております。）

 （１）各事業年度末または中間会計期間末にお

いて、純資産合計（平成17年３月期お

よび平成18年３月期は資本合計）を平

成17年３月期または直前の決算期末日

の80％のいずれか高い方の金額以上に

維持すること。

 （２）各事業年度において、経常損益で２期連

続して赤字を計上しないこと。

※４　財務制限条項

──────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１  営業外収益のうち主要なもの ※１  営業外収益のうち主要なもの ※１  営業外収益のうち主要なもの

受取利息 7,491千円

保険解約金 4,423千円

雇用奨励金 3,115千円

受取利息   17,907千円

雇用奨励金 2,432千円

保険金収入 1,946千円

受取利息  17,318千円

雇用奨励金 5,506千円

保険解約金  4,433千円

保険金収入 1,776千円

※２  営業外費用のうち主要なもの ※２  営業外費用のうち主要なもの ※２  営業外費用のうち主要なもの

支払利息   28,154千円

障害者雇用納付金 3,700千円

社債利息 1,651千円

      

支払利息   35,253千円

社債発行費 15,079千円

シンジケートローン　

手数料
14,794千円

社債利息 5,393千円

支払利息 60,023千円

シンジケートローン　

手数料
12,000千円

障害者雇用納付金 9,325千円

社債利息 3,300千円

※３  特別利益のうち主要なもの ※３  特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 6,849千円  　　　　　　────── 投資有価証券売却益 6,849千円

※４  特別損失のうち主要なもの ※４  特別損失のうち主要なもの ※４  特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 6,554千円 減損損失   10,562千円

固定資産除却損 2,392千円

固定資産除却損   10,532千円

５  減価償却実施額 ５  減価償却実施額 ５  減価償却実施額

有形固定資産  46,108千円

無形固定資産 1,024千円

有形固定資産   42,624千円

無形固定資産    1,160千円

有形固定資産   94,478千円

無形固定資産 2,171千円

※６

──────

※６　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしま

した。

用途 場所 種類
金額

（千円）

事業用
資産

名古屋市
熱田区

 建物 10,562

 

（グルーピングの方法）

　当社は独立したキャッシュ・フローを生み

出す最小単位を各事業所として、グルーピン

グを行っております。

（減損損失認識に至った経緯）

　当該事業所は黒字化までに長期間が要する

と見込まれるため、帳簿価格の全額を減額し、

減少額を減損損失（10,562千円）として特別

損失を計上いたしました。

（回収可能価格の算定の方法）

　将来キャッシュ・フローに基づく使用価値

がマイナスのため、回収可能価値はないもの

として減損損失を認識しております。

なお、将来キャッシュ・フローがマイナスの

ため、具体的な割引率の算定はしておりませ

ん。

 

 

※６

──────
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）
 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注） 　6,387,500 3,000 － 6,390,500

合計 6,387,500 3,000 － 6,390,500

 自己株式     

 　　普通株式　 80 － － 80

合計 80 － － 80

 　（注）普通株式の発行済株式総数の増加3,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の　

目的となる　　

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計

期間末残高

（千円）
前事業年度末 

当中間会計

期間増加 

当中間会計

期間減少 

当中間会計

期間末 

 　提出会社

 平成14年新株予約権（注)１,２  　普通株式 103,500 　－ 8,500 95,000  －

 ストック・オプションとしての

新株予約権
 －  －  －  －  － 　－ 

 合計 普通株式 103,500  － 8,500 95,000 　－ 

（注）１．平成14年新株予約権の当中間会計期間減少は、新株予約権の行使によるもの3,000株および退職に伴う権利喪

失によるもの5,500株であります。

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

 

 ３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決　議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 63,874 10  平成18年３月31日  平成18年６月30日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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中間期末残高と

中間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中間期末残高と

中間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

現金及び預金勘定   668,003千円

投資その他の資産・そ

の他（長期性預金）
5,500千円

 計 673,503千円

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金
  △126,025千円

現金及び現金同等物 547,478千円

現金及び預金勘定 753,159千円

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金
―千円

担保に供している預金 △35,400千円

現金及び現金同等物 717,759千円

現金及び預金勘定 728,910千円

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金
―千円

担保に供している預金 △35,400千円

現金及び現金同等物 693,510千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額および中間期末残高相

当額

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

却累計額相当額および中間期末残高相

当額

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

却累計額相当額および期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

車両運搬具 771,127 345,700 425,427

工具器具備品 951,581 359,545 592,035

ソフトウェア 224,629 124,987 99,641

合計 1,947,338 830,232 1,117,105

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

車両運搬具 841,390 453,578 387,811

工具器具備

品
1,419,211 572,180 847,031

ソフトウェ

ア
353,897 162,724 191,172

合計 2,614,499 1,188,483 1,426,015

 
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 824,160 379,361 444,799

工具器具備品 1,206,366 462,466 743,900

ソフトウェア 248,257 136,651 111,605

合計 2,278,784 978,479 1,300,304

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 384,555千円

１年超 746,313千円

合計 1,130,868千円

１年内 497,018千円

１年超      942,766千円

合計      1,439,785千円

１年内 451,623千円

１年超 860,221千円

合計 1,311,845千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額およ

び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額およ

び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額およ

び支払利息相当額

支払リース料 207,934千円

減価償却費相当額  195,529千円

支払利息相当額   13,862千円

支払リース料 272,535千円

減価償却費相当額  255,839千円

支払利息相当額  16,087千円

支払リース料 412,810千円

減価償却費相当額 389,780千円

支払利息相当額 27,101千円

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の計算方法

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。

(5）利息相当額の計算方法

同左

(5）利息相当額の計算方法

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 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

   

１年内 72,898千円

１年超 189,797千円

合計 262,696千円

１年内 106,836千円

１年超  230,025千円

合計 336,861千円

１年内 92,071千円

１年超 222,615千円

合計 314,687千円
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

              該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

              該当事項はありません。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

 

当事業年度中に売却したその他有価証券（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）

11,975 6,849 ―

③　デリバティブ取引

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 キャップ取引 200,000 0 △1

合計 200,000 0 △1

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況

　　　　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外は、該当ありません。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況

　　　　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外は、該当ありません。

④　ストック・オプション等関係

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

該当事項はありません。

⑤　持分法損益等

前中間会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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   331円59銭

１株当たり中間純利益  0円63銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益

0円62銭

１株当たり純資産額  279円60銭

１株当たり中間純損失 18円17銭

　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株当たり中間純損失で
あるため記載しておりません。

１株当たり純資産額 307円68銭

１株当たり当期純損失 23円31銭

　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株当たり中間純利益又は１株当たり中間（当期）純損失金額（△）および潜在株式調整後１株当たり中間純

利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

損益計算書上の中間（当期）純利益

（千円）
4,003 △116,105 △148,868

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ─

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
4,003 △116,105 △148,868

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,384 6,388 6,385

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
   

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ─

普通株式増加数（千株） 60 ― ─

（うち新株予約権方式によるストックオ

プション制度）
(60) (―) (―)

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

─

新株予約権１種類

（新株予約権の数950

個） 

新株予約権１種類

（新株予約権の数　

　1,035個）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

  

　──────

 

 

　──────

（社債の発行）

（1）平成18年３月31日開催の取締役

会に基づき、第４回無担保社債を平成

18年４月10日に発行しました。

その概要は以下の通りです。

①発行総額　　500,000千円

②発行価格　　額面100円につき100円

③利率　　　　年1.33％

④償還期限　　平成21年４月10日

⑤資金の使途　運転資金

 

（2）平成18年３月31日開催の取締役

会に基づき、第５回無担保社債を平成

18年４月28日に発行しました。

その概要は以下の通りです。

①発行総額　　500,000千円

②発行価格　　額面100円につき100円

③利率　　　　６ヵ月TIBOR+0.1％

④償還期限　　平成21年４月28日

⑤資金の使途　運転資金
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

当社は、在宅介護事業、居住系介護事業を中心に介護サービス事業を行っており、製造技術の特徴を持たないため、

該当事項はありません。

（２）受注状況

当社は、在宅介護事業、居住系介護事業を中心に介護サービス事業を行っており、製造技術の特徴を持たないため、

該当事項はありません。

（３）販売実績

　事業部門別販売実績

販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事業部門別

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

構成比

（％）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

構成比

（％）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日)

構成比

（％）

在宅介護事業

通所介護（デイサービス） 3,057,444 33.6 4,420,525 38.3 6,823,877 35.8

訪問介護 3,142,622 34.5 3,136,805 27.2 6,297,391 33.0

訪問入浴介護 1,316,342 14.5 1,273,945 11.0 2,560,777 13.4

居宅介護支援（ケアプラン作成） 416,136 4.6 534,749 4.6 849,516 4.4

その他 219,311 2.4 211,381 1.8 440,668 2.3

小計 8,151,857 89.6 9,577,407 82.9 16,972,231 88.9

居住系介護事業 631,005 6.9 1,248,545 10.8 1,337,144 7.0

人材関連事業 286,282 3.2 700,876 6.1 716,635 3.8

その他の事業 29,377 0.3 22,028 0.2 59,214 0.3

合計 9,098,522 100.0 11,548,857 100.0 19,085,224 100.0

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．在宅介護事業のその他には、福祉用具貸与・販売売上、緊急通報システム売上等が含まれております。

３．その他の事業には、ヘルパー１級および２級養成講座等が含まれております。

４．最近２中間会計期間の主要な販売先および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。

相手先

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

神奈川県国民健康保険団体連合会 2,165,681 23.8 2,286,514 19.8

新潟県国民健康保険団体連合会 1,006,265 11.1 987,278 8.5
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