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平成19年３月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 
平成19年２月14日 

会社名 株式会社 光ハイツ・ヴェラス               （コード番号：2137 札証アンビシャス） 

（URL http://www.varus.co.jp） 

     代表者役職・氏名 代表取締役会長兼社長    網野 清孝 

問合せ先 責任者役職・氏名 取締役副社長 管理本部担当 渡辺 明 （TEL：011-591-2321） 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無   ：無 

 ② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無   ：無 

 ③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無      ：有 

     四半期財務諸表については、証券会員制法人札幌証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報 

     の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る 

     基準」に基づく意見表明のための手続を受けております。 

 

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日） 

 

 (1) 経営成績の進捗状況    （注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

19年３月期第３四半期 

18年３月期第３四半期 
2,047 

－ 

－

－

461

－

－

－

375

－

－ 

－ 

209 

－ 

－

－

（参考）18年３月期 1,938 192 102  59 

 

 １株当たり四半期 

  (当期)純利益 

潜在株式調整後１株当た

り四半期(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

19年３月期第３四半期 

18年３月期第３四半期 
 39,576 

   － 

41 

－ 

  － 

  － 

 －

 －

（参考）18年３月期  24,695 78   －  －

（注）１．当第３四半期より四半期業績概況の開示を行っているため、18年３月期第３四半期及び対前年同四半期増 

     減率については、記載しておりません。 

   ２．記載金額は当該四半期までの累計値であります。 

   ３．平成19年３月期第３四半期の１株当たり四半期純利益は期中平均株式数5,297株により算出しております。 

   ４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載をしてお 

     りません。 

   ５．平成18年９月１日付で株式１株を２株に分割しております。この株式分割が前期首に行われたものとして 

     算出した場合の平成18年３月期の１株当たり当期純利益は12,347円89銭であります。 

 

【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】 

  当第３四半期における我国経済は、個人消費は賃金の伸び悩みが続くものの、雇用環境の改善、株価の回復等で 

 ７－９月期の落ち込みの反動もあり高い伸長を示し又、設備投資の着実な拡大基調、公共投資の増加等で成長基調 

 を維持しております。但し、景気先行指数が11・12月と２ヶ月連続で50％を下回ったことから、今後一時的に景気 

 は踊り場を迎えるとする見方も出てきております。 

  当社が属する有料老人ホーム業界は、超高齢社会にあって数年後には高齢者の仲間入りをする700～800万人の団 

 塊世代の需要期待から、近時北海道においても新規開設ラッシュとなっており、供給は過熱状態になっております。 

 しかしながら、介護保険財政の急激な膨張を警戒する行政の施策動向には充分注視する必要があると見ております。 

  このような環境の中、当社におきましては、昨年７月に新規開設致しました５番目の施設「光ハイツ・ヴェラス 

 真駒内公園」の入居促進への徹底した取り組み並びに販売費及び一般管理費の更なるコストダウン等、収益向上に 

 全力で取り組んで参りました結果、当第３四半期における事業業績は、売上高2,047百万円、営業利益461百万円、 

 経常利益375百万円、四半期純利益209百万円となりました。 

  

 (2) 財政状態の変動状況        （注）記載金額は百万円未満の端数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

19年３月期第３四半期 

18年３月期第３四半期 
12,463 

－ 

 851

－

 6.8

－

  136,513 

    － 

82 

－ 

（参考）18年３月期 10,347  284  2.8   118,587 50 
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（注）１．当第３四半期より四半期業績概況の開示を行っているため、18年３月期第３四半期については、記載して 

     おりません。 

   ２．平成19年３月期第３四半期の１株当たり純資産は第３四半期末発行済株式数6,240株により算出しており 

     ます。 

   ３．平成18年９月１日付で株式１株を２株に分割しております。この株式分割が前期首に行われたものとして 

     算出した場合の平成18年３月期の１株当たり純資産は59,293円75銭であります。 

 

［キャッシュ・フローの状況］     （注）記載金額は百万円未満の端数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の

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期第３四半期 

18年３月期第３四半期 
1,848 

－ 

 △1,617

－

 301

－

 933

－

 

 

（参考）18年３月期 219  △863  759  401  

（注）当第３四半期より四半期業績概況の開示を行っているため、18年３月期第３四半期については、記載しており 

   ません。 

 

【財政状態の変動状況に関する定性的情報等】 

・当第３四半期の資産、負債、資本の状況 

  当第３四半期における財政状態は、総資産が前事業年度末に比べ2,115百万円増加の12,463百万円となりました。 

  流動資産は、前事業年度末に比べ653百万円増加の1,318百万円となりました。その主な要因は第三者割当増資や 

 入居一時金等による現金・預金の増加等によるものであります。また、固定資産は、前事業年度末に比べ1,462百 

 万円増加の11,145百万円となりました。その主な要因は「光ハイツ・ヴェラス真駒内公園」開設による有形固定資 

 産の増加等によるものであります。 

  負債に関しては、前事業年度末に比べ1,548百万円増加の11,611百万円となりました。 

  流動負債は、前事業年度末に比べ26百万円の増加の2,701百万円となりました。また、固定負債は1,522百万円増 

 加の8,910百万円となりました。その主な要因は「光ハイツ・ヴェラス真駒内公園」開設により長期入居金預り金 

 の増加等によるものであります。 

  また、純資産は851百万円となりました。 

・当第３四半期のキャッシュ・フローの状況 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第３四半期において、営業活動によるキャッシュ・フローは1,848百万円の資金収入となりました。その主  

  な要因は「光ハイツ・ヴェラス真駒内公園」開設による長期入居金預り金、長期介護料預り金収入の増加による   

  ものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第３四半期において、投資活動によるキャッシュ・フローは1,617百万円の資金支出となりました。その主 

  な要因は「光ハイツ・ヴェラス真駒内公園」建設代金の支払いによるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第３四半期において、財務活動によるキャッシュ・フローは301百万円の資金収入となりました。その主な 

  要因は第三者割当増資と新規借入の増加によるものです。 

 

３．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 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円  百万円 

通  期 2,580  338  222  127  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 16,491円73銭 

（注）１株当たりの予想当期純利益は予定期末発行済株式数7,740株により算出しております。 

 

【業績予想に関する定性的情報等】 

  業績は概ね予想どおりに推移しており、平成19年１月９日の公表数値からの変更はありません。 

  なお、第４四半期においては冬季間の新規入居減少に伴い新規入居金売上が少ないこと及び、上場に伴う費用、 

 広告宣伝費や修繕費等の諸費用がまとまって発生することにより減益となりますが、通期においては上記業績予想 

 の営業利益338百万円、経常利益222百万円及び当期純利益127百万円は達成できるものと考えております。 

 

 ※業績予想数値の算出につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を基に行っておりますので、 

  今後の様々な要因により、実際の業績とは異なる可能性があります。 

 

４．四半期貸借対照表及び損益計算書並びに注記事項 

 (1)四半期財務諸表の作成方法について 

    当社は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）に準じて四 
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   半期財務諸表、すなわち四半期貸借対照表及び四半期損益計算書を作成しております。 

 

 (2)四半期財務諸表に対する意見表明について 

    当社は、第３四半期会計期間の四半期財務諸表について、公認会計士の監査を受けておりません。ただし、 

   四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表及び四半期損益計算書について、証券会員制法人札幌証券取引 

   所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」２．の３（３）の規定に 

   基づき、同取扱いの別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明 

   のための手続を監査法人つばきより受け、「四半期財務諸表に対する報告書」を入手しております。 

 
○添付資料 

  四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期株主資本等変動計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書など 
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【添付資料】 

１．四半期貸借対照表 

                                    （単位：千円、％） 

 
当四半期 

(平成19年３月期 
第３四半期末) 

（参 考） 
平成18年３月期 

科  目 

注記
番号 

金 額 構成比 金 額 構成比 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  985,850 443,173  

２．営業未収入金  275,648 180,852  

３．その他 ※４ 56,829 40,568  

流動資産合計  1,318,328 10.6 664,594 6.4 

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物 
※１ 
※２ 

7,957,483 5,917,793  

２．土地 ※２ 2,450,070 2,450,070  

３．その他 ※１ 431,740 1,118,947  

有形固定資産合計  10,839,293 9,486,810  

(2）無形固定資産  58,056 69,408  

(3）投資その他の資産  247,670 126,710  

固定資産合計  11,145,021 89.4 9,682,929 93.6 

資産合計  12,463,349 100.0 10,347,524 100.0 

   

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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    （単位：千円、％）

 
当四半期 

(平成19年３月期 
第３四半期末) 

（参 考） 
平成18年３月期 

科  目 

注記
番号 

金 額 構成比 金 額 構成比 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  14,392 11,878  

２．短期借入金 ※２ 290,250 349,000  

３．一年以内返済予定の
  長期借入金 

※２ 1,039,214 1,125,376  

４．未払法人税等  135,419 31,048  

５．入居金預り金  842,974 635,600  

６．介護料預り金  72,770 76,170  

７．賞与引当金  15,520 25,108  

８．その他  290,533 420,607  

流動負債合計  2,701,075 21.7 2,674,787 25.8 

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※２ 1,322,676 1,234,328  

２．長期入居金預り金  6,762,888 5,479,635  

３．長期介護料預り金  674,085 548,364  

４．退職給付引当金  27,397 24,705  

５．修繕引当金  92,039 82,878  

６．役員退職慰労引当金  13,346 14,711  

７．その他  17,993 3,502  

固定負債合計  8,910,427 71.5 7,388,126 71.4 

負債合計  11,611,503 93.2 10,062,914 97.2 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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    （単位：千円、％）

 
当四半期 

(平成19年３月期 
第３四半期末) 

（参 考） 
平成18年３月期 

科  目 

注記
番号 

金 額 構成比 金 額 構成比 

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  － － 120,000 1.2 

Ⅱ 利益剰余金   

１．利益準備金  － 1,680  

２．任意積立金   

   別途積立金  － 44,000  

３．当期未処分利益  － 118,930  

利益剰余金合計  － － 164,610 1.6 

資本合計  － － 284,610 2.8 

負債資本合計  － － 10,347,524 100.0 

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  300,000 2.4 － － 

２．資本剰余金   

  資本準備金  180,000 －  

 資本剰余金合計  180,000 1.4 － － 

３．利益剰余金   

 (1）利益準備金  1,920 －  

 (2）その他利益剰余金   

 別途積立金  154,000 －  

 繰越利益剰余金  215,926 －  

 利益剰余金合計  371,846 3.0 － － 

株主資本合計  851,846 6.8 － － 

純資産合計  851,846 6.8 － － 

負債純資産合計  12,463,349 100.0 － － 

   
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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２．四半期損益計算書 

                            （単位：千円、％） 

 
当四半期 

(平成19年３月期 
第３四半期) 

（参 考） 
平成18年３月期 

科  目 

注記
番号 

金 額 百分比 金 額 百分比 

Ⅰ 売上高  2,047,893 100.0 1,938,534 100.0 

Ⅱ 売上原価  1,366,257 66.7 1,464,941 75.6 

売上総利益  681,636 33.3 473,593 24.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  219,999 10.8 281,013 14.5 

営業利益  461,636 22.5 192,579 9.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 25,192 1.2 32,520 1.7 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 111,406 5.4 122,562 6.3 

経常利益  375,422 18.3 102,537 5.3 

Ⅵ 特別利益 ※３ 1,913 0.1 838 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※４ 17,251 0.8 161 0.0 

税引前四半期 
（当期）純利益 

360,084 17.6 103,214 5.3 

法人税、住民税及び
事業税 

150,448 7.4 43,944 2.2 

四半期（当期）純利
益 

 209,636 10.2 59,269 3.1 

前期繰越利益  － 59,660  

当期未処分利益  － 118,930  

   
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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３．四半期株主資本等変動計算書 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金

別途積立金
繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

株主資本合
計 

純資産合計

平成18年３月31日残高（千円） 120,000 － 1,680 44,000 118,930 164,610 284,610 284,610

四半期会計期間中の変動額    

新株の発行 180,000 180,000  360,000 360,000

別途積立金の積立（注）  110,000 △110,000 － － －

剰余金の配当（注）  240 △2,640 △2,400 △2,400 △2,400

四半期純利益  209,636 209,636 209,636 209,636

当四半期会計期間中の変動額合計 
（千円） 

180,000 180,000 240 110,000 96,996 207,236 567,236 567,236

平成18年12月31日残高（千円） 300,000 180,000 1,920 154,000 215,926 371,846 851,846 851,846

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－  － 

 

9

４．四半期キャッシュ・フロー計算書 

                         （単位：千円） 

  
当四半期 

(平成19年３月期 
第３四半期末) 

（参 考） 
平成18年３月期 

区分 
注記
番号

金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 

税引前四半期（当期）純利益 360,084 103,214 

減価償却費 238,591 264,039 

長期前払費用償却等 △55,220 43,099 

賞与引当金の増減額 
（△は減少） 

△9,587 3,341 

修繕引当金の増加額 9,161 10,176 

役員退職慰労引当金の増減額
（△は減少） 

△1,364 6,106 

退職給付引当金の増加額 2,691 3,485 

受取利息および配当金 △345 △792 

支払利息 57,201 53,643 

有形固定資産売却益 △17 △838 

有形固定資産除却損 17,251 161 

売上債権の増加額 △94,796 △7,767 

たな卸資産の増加額 
（△は増加） 

△1,623 △55 

仕入債務の増減額 
（△は減少） 

2,513 △594 

入居金・介護料等の増減額 
（△は減少） 

1,612,948 △303,373 

未払金の増減額 
（△は減少） 

77,321 △45,166 

未払消費税の増減額 
（△は減少） 

△22,107 17,303 

前受金の増減額 
（△は減少） 

△213,817 202,113 

その他 △17,524 △15,226 

小計 1,961,360 332,868 

利息及び配当金の受取額 899 788 

利息の支払額 △55,204 △43,483 

法人税等の支払額 △58,604 △70,276 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

1,848,450 219,897 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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                                   （単位：千円） 

  
当四半期 

(平成19年３月期 
第３四半期末) 

（参 考） 
平成18年３月期 

区分 
注記
番号

金 額 金 額 

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  △10,809 △44,400 

定期預金の払戻しによる収入  － 60,200 

有形固定資産の取得による支
出 

 △1,663,080 △860,039 

有形固定資産の売却による収
入 

 86,750 1,262 

無形固定資産の取得による支
出 

 △480 △37,050 

貸付金の回収による収入  － 16,316 

出資金による支出  △200,000 － 

出資金の譲渡による収入  170,000 － 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

△1,617,619 △863,710 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  

短期借入金の純増減額  △58,750 149,000 

長期借入れによる収入  629,000 1,996,000 

長期借入金の返済による支出  △626,814 △1,383,376 

株式の発行による収入  360,000 － 

配当金の支払額  △2,400 △2,400 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

301,036 759,224 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  531,867 115,411 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  401,173 285,761 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末
(期末)残高 

※ 933,040 401,173 

    

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

   当社は、有料老人ホームの設置、運営、管理等のサービス提供という単一の事業を行っており、事業部門の 

  区別による記載は行っておりません。 

 (1)生産実績 

    該当事項はありません。 

 

 (2)受注実績 

    該当事項はありません。 

 

 (3)販売実績 

    当事業年度及び当四半期会計期間における販売実績は、次のとおりであります。 

                             （単位：千円） 

項目 
平成19年３月期 第３四半期
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

販 売 高 販 売 高 

有料老人ホーム事業 
2,047,893 1,938,534 

 
うち介護保険報酬           425,708 469,024 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．主な相手先別に対する販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満のため、記 

  載を省略しております。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
平成19年３月期 第３四半期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 資産の評価基準及び評価

方法 

(1) たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法でありま

す。 

貯蔵品 

最終仕入原価法であります。 

 

(2) デリバティブ 

 時価法 

 

(1) たな卸資産 

商品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

 

(2) デリバティブ 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

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   ２年～５０年 

構築物  ２年～５０年 

車両運搬具２年～１０年  

器具・備品２年～１５年 

 

(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。ただ

し、自社仕様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 
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項目 
平成19年３月期 第３四半期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に充てるため、当

四半期会計期間末に在籍している従業

員に対する支給見込額のうち、当四半

期会計期間に属する金額を計上してお

ります。 

 

(1) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に充てるため、当

期末に在籍している従業員に対する支

給見込額のうち当期に属する金額を計

上しております。 

 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務の見込みに

基づき、当四半期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。なお、当社は退職給付債

務の算定にあたり、期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする簡便法に

よっております。 

 

(2)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務の見込みに

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。

なお、当社は退職給付債務の算定にあ

たり、期末自己都合要支給額を退職給

付債務とする簡便法によっておりま

す。 

 

 (3) 修繕引当金 

将来の大型修繕に備えるため、修繕

費用の見積額に基づき、当四半期会計

期間に負担すべき金額を費用計上して

おります。 

 

(3)修繕引当金 

将来の大型修繕に備えるため、修繕

費用の見積額に基づき、当期に負担す

べき金額を費用計上しております。な

お、当該引当金は、商法施行規則第 

４３条に規定する引当金です。 

 

 (4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金に備えるため、役

員退職慰労金内規に基づく四半期末要

支給額を計上しております。 

 

(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金に備えるため、役

員退職慰労金内規に基づく期末要支給

額を計上しております。なお、当該引

当金は、商法施行規則第４３条に規定

する引当金です。 

４．収益及び費用の計上基準  利用権方式による入居一時金及び介護

等一時金の収益計上基準は、入居契約書

に従い、入居時に一定割合を収益計上

し、残額を返還する期間の定めに応じて

収益計上しております。 

入居時における入居一時金償却率及び

返還対象期間は、以下のとおりでありま

す。 

入居時償却率 15％ 

一般棟（※１） 

 返還対象期間 ７年～13年 

介護専用棟（※２） 

 返還対象期間 ３年～５年 

※１ 一般棟とは、入居時に介護を必

要としない入居者の居住棟 

※２ 介護専用棟とは、日常的に介護

を必要とする入居者の居住棟 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

入居時償却率 ５％～15％ 

一般棟（※１） 

 返還対象期間 ７年～15年 

介護専用棟（※２） 

 返還対象期間 ３年～５年 

※１ 一般棟とは、入居時に介護を必

要としない入居者の居住棟 

※２ 介護専用棟とは、日常的に介護

を必要とする入居者の居住棟 
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項目 
平成19年３月期 第３四半期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５．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 

６．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 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

   金利スワップ  借入金の利息 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行っ

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 

金利スワップの特例処理の要件を

満たしているので四半期会計期間

末日における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 

金利スワップの特例処理の要件を

満たしているので決算日における

有効性の評価を省略しておりま

す。 

 

７．四半期キャッシュ・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・要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、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

ない短期的な投資からなっております。

同左 

８．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

(1)老人ホーム施設開発に係わる金利の

会計処理 

大型老人ホーム施設開発について

は、正常な開発期間中の支払利息を取

得原価に算入しております。 

 

(1)老人ホーム施設開発に係わる金利の

会計処理 

同左 

 

 (2) 消費税等の会計処理方法 

   消費税等の会計処理方法は、税抜方

式を採用しております。なお、控除対

象外消費税等については、発生事業年

度の期間費用として処理しておりま

す。ただし、固定資産に係る控除対象

外消費税等は長期前払費用に計上し、

法人税法の規定により償却をおこなっ

ております。 

 

(2) 消費税等の会計処理方法 

同左 
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会計処理の変更 

平成19年３月期 第３四半期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当四半期会計期間より、「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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は851,846

千円であります。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当会計年度から「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」（企業会計審査会 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

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。 

───── 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

平成19年３月期 第３四半期末 
（平成18年12月31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 

                  2,484,790千円  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                  2,262,112千円 

※２ 担保資産 

このうち施設開発資金借入金（長期借入金

1,322,676千円、一年以内返済予定の長期借入金

1,039,214千円、短期借入金290,250千円）の担保

として供しているものは、次のとおりでありま

す。 

  建物             7,957,483千円 

  土地             2,449,757千円 

  計              10,407,240千円 

※２ 担保資産 

  このうち施設開発資金借入金（長期借入金 

  1,234,328千円、一年以内返済予定の長期借入金 

  1,125,376千円、短期借入金349,000千円）の担保

  として供しているものは、次のとおりでありま 

  す。 

  建物             4,882,335千円 

  土地             2,449,757千円 

  計              7,332,092千円 

３ 運転資金の効率的な調達を行うため、あおぞら銀

行等と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

をしております。 

当四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸

出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次

のとおりであります。 

 

当座貸越極限額及び貸出コミットメントの総額 

1,700,000千円 

貸出実行残高         1,700,000千円 

   差引額                 －円 

３ 運転資金の効率的な調達を行うため、あおぞら銀

行等と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

をしております。 

当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る借入金未実行残高等は次のと

おりであります。 

 

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 

 1,700,000千円 

貸出実行残高         1,496,000千円 

差引額             204,000千円 

※４ 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 

   流動資産のその他に含めて表示しております。 

 

※４        ──── 
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（四半期損益計算書関係） 

平成19年３月期 第３四半期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 営業外収益の主要項目 

受取利息              333千円 

受取配当金              12千円 

受取手数料            2,961千円 

賃貸収入             9,816千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

   受取利息              778千円 

   受取配当金              13千円 

   受取手数料            3,962千円 

   賃貸収入             8,731千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息             57,201千円 

支払手数料            8,000千円 

長期前払費用償却等        46,200千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

   支払利息             53,643千円 

   支払手数料            24,400千円 

   長期前払費用償却等        43,099千円 

 

※３ 特別利益の内容 

固定資産売却益（車両運搬具 ）     17千円 

役員退職引当金慰労引当金戻入益         1,895千円 

計                  1,913千円 

 

※３ 特別利益の内容 

   固定資産売却益（車両運搬具 ）    838千円 

   役員退職引当金慰労引当金戻入益            ―千円 

      計                  838千円 

 

※４ 特別損失の内容 

固定資産除却損（建物）        16,637千円 

  〃     （車両運搬具）         10千円 

  〃    （工具器具及び備品）       603千円 

計                  17,251千円 

 

※４ 特別損失の内容 

   固定資産除却損（建物）            －千円 

     〃     （車両運搬具）         －千円 

  〃    （工具器具及び備品）      161千円 

   計                    161千円 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産            228,009千円 

無形固定資産            10,581千円 

 

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産             254,727千円 

   無形固定資産              9,311千円 

 

 

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当四半期会計期間（自 平成18年４月1日 至 平成18年12月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当四半期会計期間末 

普通株式（株） 2,400 3,840 － 6,240

   （変動事由の概要） 

   株式分割（１：２）による増加 2,400株 

   有償第三者割当による増加   1,440株 

 

２．自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

 

 



－  － 

 

17

４．配当に関する事項 

 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23日 普通株式 2,400 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月23日

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

平成19年３月期 第３四半期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(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四半期末残高と四半期貸借対

 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 985,850千円

 

預入期間３か月超の定期預金 △52,809千円

 

現金及び現金同等物 933,040千円
 

※ 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 443,173千円

 

預入期間３か月超の定期預金 △42,000千円

 

現金及び現金同等物 401,173千円

 

（１株当たり情報） 

平成19年３月期 第３四半期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 136,513円82銭 

１株当たり四半期純利益金額 39,576円41銭 

  

 

１株当たり純資産額 118,587円50銭 

１株当たり当期純利益金額 24,695円78銭 

  
なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。 

 また、当社は平成18年９月１日付で普通株式１株に

つき２株の株式分割を行っております。この株式分割

が前期首に行われたものとして算出した場合の前事業

年度１株当たりの純資産額は59,293円75銭、前事業年

度１株当たり当期純利益は12,347円89銭であります。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

（注） １株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎 

 
平成19年３月期 第３四半期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

四半期（当期）純利益（千円） 209,636 59,269 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る四半期（当期）純利益 

（千円） 
209,636 59,269 

期中平均株式数（株） 5,297 2,400 
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（重要な後発事象） 

平成19年３月期 第３四半期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（新株式の発行） 

当社株式は、証券会員制法人札幌証券取引所の承認

を経て平成19年２月６日に札幌証券取引所に上場して

おります。上場に当たり、平成19年１月９日及び平成

19年１月17日開催の取締役会において、新株式の発行

を決議しました。 

(1)発行株式数      普通株式   1,500株 

(2)発行価額       １株につき金212,500円 

(3)発行価額の総額         318,750千円 

(4)引受価額       １株につき金248,400円 

(5)引受価額の総額         372,600千円 

(6)発行価格       １株につき金270,000円 

(7)資本組入額      １株につき金124,200円 

(8)資本組入額の総額        186,300千円 

(9)払込期日          平成19年２月５日 

(10)募集方法      ブックビルディング方式 

            による一般募集 

(11)増資資金の使途   運転資金 

 なお、平成19年２月５日に全額払込みが完了してお

ります。                    

（株式分割） 

 平成 18 年８月 15 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 18 年９月１日をもって普通株式１株につき２

 株に分割します。その概要は以下のとおりであり

ます。 

(1)分割により増加する株式数 

  普通株式 2,400 株 

(2)分割方法 

  平成 18 年８月 31 日午後５時現在の株主名簿に記

載された株主の所有株式数を、１株につき２株の

割合をもって分割します。 

２．配当起算日 

  平成 18 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

の前事業年度における１株当たり情報及び当期首に

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。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

47,445.86 円

１株当たり当期純利益

金額   

 13,204.44 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 

59,293.75 円

１株当たり当期純利益

金額   

 12,347.89 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

式が存在しないため記

載しておりません。 

 

（第三者割当増資） 

 平成 18 年９月 12 日開催の取締役会において次のと

おり第三者割当増資を行うことを決議し、平成 18 年９

月 28 日に払込みを完了しております。 

(1)発行株式数      普通株式   1,440株 

(2)発行価格       １株につき金250,000円 

(3)発行価格の総額         360,000千円 

(4)資本組入額      １株につき金125,000円 

(5)払込期日          平成18年９月28日 

(6)割当先     ㈱加ト吉、㈱保健科学研究所、 

          ㈱グンエイ、他６社 

(7)増資資金の使途 運転資金 

 


