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問合せ先責任者 （役職名）常務取締役管理部門担当（氏名) 内田 喜朗 

 ＴＥＬ (048)542－3171  

1. 平成20年5月期第１四半期の連結業績（平成19年6月1日～平成19年8月31日）    (百万円未満切捨て) 

 (1) 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期(当期)純利益又は

四半期(当期)純損失(△) 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

 20年5月期第１四半期 7,990 (1.1) 331 (△7.8) 105 (△53.9) 61 (73.6)

 19年5月期第１四半期 7,905 (14.7) 359 (35.0) 228 (11.4) 35 (△80.1)

（参考）19年5月期 32,059  1,356  339  △9,314  

 

 
１株当たり四半期(当期)

純利益又は１株当たり四

半期(当期)純損失(△) 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 

 円 銭 円 銭 

 20年5月期第１四半期 1 17 － － 

 19年5月期第１四半期 0 76 － － 

（参考）19年5月期 △182 01 － － 

 

 (2) 連結財政状態 
 

 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 

 20年5月期第１四半期 60,739 24,379 40.0 461 12 

 19年5月期第１四半期 78,314 32,632 41.0 687 69 

（参考）19年5月期 60,748 24,584 40.3 465 25 

 

2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

基準日 第１四半期末 

 円    銭 

 20年5月期第１四半期 －   － 

 19年5月期第１四半期 －   － 

 

3. 平成20年5月期の連結業績予想（平成19年6月1日～平成20年5月31日)【参考】 
(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

中間期 16,300 (0.8) 850 (△22.5) 400 (△43.9) 60 － 1 14 

通期 34,000 (6.1) 1,400 (3.2) 700 (106.3) 120 － 2 28 
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4. その他 

 (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う ： 無 

   特定子会社の異動) 

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無     ： 有 

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無   ： 無 

 

  [(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください｡] 

 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成20年5月期の連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基

づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能

性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期（平成19年6月1日～平成19年8月31日）におけるわが国経済は、原油価格の動向、海

外経済に留意する必要はあるものの、好調な企業収益に牽引されるかたちで、設備投資の増加や雇

用状況の改善等、景気は穏やかな回復基調を続けております。 

介護業界におきましては、平成18年4月に行われた介護保険法の改正により、大幅な介護報酬の単

価の引き下げや新予防給付、地域密着型サービスといったサービス体系の新設とサービスの質の向

上等が明文化されておます。 

また、介護事業者の虚偽申請による不正問題が社会的に大きく取り沙汰されており、介護事業者

の経営体制や内部統制のあり方が厳しく問われています。 

当社につきましては、アクティビティサービスとして、岩盤浴ベッドの導入や音楽療法・足裏マ

ッサージ・フードセラピーを取り入れた多彩な食事の提供等サービス内容を更に充実させ、サービ

スの質の維持・向上及び営業活動・コンプライアンスの強化に努めてまいりました。 

このような状況のもと、当第１四半期の売上高は79億9千万円（前年同期比1.1％増）、営業利益

は3億3千1百万円（前年同期比7.8％減）、経常利益は1億5百万円（前年同期比53.9％減）、四半期

純利益は6千1百万円（前年同期比73.6％増）となりました。 

 

当第１四半期の事業の種類別セグメントの売上高・営業利益は以下のとおりです。 

 

[介護事業] 

介護事業におきましては、当社は複合介護サービス拠点「そよ風」を直営で4拠点新設し、直営

120拠点、グループ15拠点、フランチャイズ11拠点のもと、更なる事業拡大、収益向上に取り組んで

おり、新たに連結子会社に加わった㈱そよ風九州、㈱シルバアエイジとの人材の交流及び研修メニ

ューと営業スキルの共有化を行い、より多くの高齢者の利用を促進し適正な利益の確保に努めてま

いります。 

また、岩盤浴ベッドや足裏マッサージ等のアクティビティサービスの内容を充実させ、新しく始

まったデイサービス利用の方へのお持ち帰り弁当サービス「そよ風ミール＠ホーム」や日常生活支

援をおこなう「そよ風はーとふるサービス」などの介護保険外サービスにより、利用者の立場に立

った「ケアセンターそよ風」創りに取り組んでまいりました。 

その結果、売上高は53億2千4百万円（前年同期比5.6％増）となりましたが、営業利益は㈱光ハイ

ツ・ヴェラスの持分法適用による連結除外の影響もあり、3億3千6百万円（前年同期比8.6％減）と

なりました。 

 

[臨床検査事業] 

臨床検査事業におきましては、業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況下にありますが、平

成20年度にスタートする「特定健診」における個人の健診による検体受注の拡大をはかるとともに、

保険点数の影響を受けにくい事業として、環境検査事業、遺伝子検査事業に重点を置き、他の分野

の検査事業にも力を注いで参ります。 

こうした状況の中、売上高は17億3千4百万円（前年同期比0.6％減）となりましたが、営業利益は

業務の合理化による管理コストの低減により9千7百万円（前年同期比80.9％増）となりました。 

 

[商品販売事業] 

商品販売事業におきましては、医療機関や介護事業者に向けて、業務の合理化及びサービスの質

の向上に適した医療機器及びシステムの提案販売や、「そよ風」で培われたノウハウを活かし、ニ

ーズに即した設備や備品の販売促進に努めるとともに、健康増進のための当社独自の商品開発に取

り組んでまいりました。 

しかしながら受注の減少により、売上高は3億4千5百万円（前年同期比58.9％減）、営業利益は 

2千8百万円（前年同期比53.2％減）となりました。 

 

[その他の事業] 

その他の事業事業におきましては、ホテル事業として平成18年9月より「みちのく路温泉湯治館そ
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よ風」、平成18年10月より「熱海温泉ホテル湯治館そよ風別館」がそれぞれオープンいたしました。

「熱海温泉ホテル湯治館そよ風」及び「ぶなの森玉川温泉湯治館そよ風」で培ったノウハウを活か

し、元気な方から介護を必要とされる方まで、幅広い世代に楽しく、安心で快適な生活の場を提供

してまいりました。連結子会社が運営する「メデカマンション桂」につきましては、以前より賃貸

のニーズが非常に高かったため、平成19年3月に分譲空室部分32室を賃貸へ切替を行い新規入居者の

獲得に務めてまいりました。 

その結果、売上高は6億4百万円（前年同期比86.0％増）となりましたが、営業利益は「熱海温泉

ホテル湯治館そよ風別館」、「みちのく路温泉湯治館そよ風」の業務移管に伴う諸経費の増加など

により7千6百万円（前年同期比35.3％減）となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末につきましては、総資産は607億3千9百万円（前連結会計年度末比8百万円減）、

負債は363億6千万円（前連結会計年度末比1億9千7百万円増）、純資産は主にその他有価証券評価差

額金の減少により243億7千9百万円（前連結会計年度末比2億5百万円減）となりました。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年5月期中間及び通期業績予想につきましては、平成19年10月26日に発表いたしました「平

成20年5月期中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

4. その他 

 (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

法人税等の計上に簡便的な方法を適用しております。 

 

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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5. (要約）四半期連結財務諸表 

 (1) (要約）四半期連結貸借対照表 
（単位：千円、％） 

前年同四半期末 
(平成19年5月期 
第１四半期末) 

当四半期末 
(平成20年5月期 
第１四半期末) 

増  減 
(参 考）前期末 

(平成19年5月期末) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産      

 1. 現金及び預金 5,350,409 3,258,948 △2,091,461 △39.1 6,514,187 

 2. 受取手形及び売掛金 9,851,201 5,866,050 △3,985,150 △40.5 8,668,239 

 3. その他 8,625,493 11,659,026 3,033,533 35.2 5,200,064 

   貸倒引当金 △7,321 △202,081 △194,759 － △929,067 

   流動資産合計 23,819,782 20,581,943 △3,237,838 △13.6 19,453,424 

Ⅱ 固定資産      

 1. 有形固定資産      

  (1) 建物及び構築物 21,371,409 15,816,968 △5,554,441 △26.0 15,787,586 

  (2) 土地 8,984,566 6,863,733 △2,120,833 △23.6 6,556,590 

  (3) その他 3,050,214 2,033,704 △1,016,510 △33.3 1,564,869 

   有形固定資産合計 33,406,191 24,714,406 △8,691,784 △26.0 23,909,045 

 2. 無形固定資産 207,922 319,889 111,966 53.9 330,174 

 3. 投資その他の資産      

  (1) 投資有価証券 5,923,898 5,977,718 53,820 0.9 6,346,314 

  (2) 差入保証金 975,388 3,964,952 2,989,564 306.5 4,142,332 

  (3) 繰延税金資産 2,257,512 2,300,415 42,902 1.9 2,106,869 

  (4) その他 16,742,400 3,721,923 △13,020,476 △77.8 16,168,697 

    貸倒引当金 △5,018,798 △845,228 4,173,570 △83.2 △11,712,658 

   投資その他の資産合計 20,880,400 15,119,781 △5,760,619 △27.6 17,051,555 

   固定資産合計 54,494,515 40,154,078 △14,340,436 △26.3 41,290,776 

Ⅲ 繰延資産 － 3,844 3,844 － 3,844 

   資産合計 78,314,297 60,739,866 △17,574,430 △22.4 60,748,044 
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（単位：千円、％） 

前年同四半期末 
(平成19年5月期 
第１四半期末) 

当四半期末 
(平成20年5月期 
第１四半期末) 

増  減 
(参 考）前期末 

(平成19年5月期末) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

 1. 支払手形及び買掛金 3,016,036 2,195,572 △820,463 △27.2 2,377,715 

 2. 短期借入金 8,441,213 8,025,493 △415,719 △4.9 6,429,965 

 3. 一年以内償還予定社債 160,000 725,000 565,000 353.1 770,000 

 4. 一年以内償還予定転換社債 1,828,000 － △1,828,000 － － 

 5. その他 4,006,230 2,366,481 △1,639,749 △40.9 3,398,388 

   流動負債合計 17,451,480 13,312,547 △4,138,932 △23.7 12,976,069 

Ⅱ 固定負債      

 1. 社債 1,680,000 865,000 △815,000 △48.5 865,000 

 2. 長期借入金 15,131,758 16,359,402 1,227,643 8.1 16,848,615 

 3. その他 11,419,051 5,823,832 △5,595,218 △49.0 5,473,632 

   固定負債合計 28,230,809 23,048,234 △5,182,575 △18.4 23,187,247 

   負債合計 45,682,289 36,360,781 △9,321,507 △20.4 36,163,317 

      

(純資産の部)      

Ⅰ 株主資本      

 1. 資本金 15,018,291 16,118,116 1,099,825 7.3 16,118,116 

 2. 資本剰余金 15,274,216 8,576,143 △6,698,073 △43.9 16,374,041 

 3. 利益剰余金 1,027,299 △477,497 △1,504,797 － △8,353,691 

 4. 自己株式 △141,622 △143,714 △2,091 1.5 △143,165 

   株主資本合計 31,178,185 24,073,048 △7,105,137 △22.8 23,995,301 

Ⅱ 評価・換算差額等      

 1. その他有価証券評価 
   差額金 

950,805 209,509 △741,295 △78.0 505,142 

   評価・換算差額等合計 950,805 209,509 △741,295 △78.0 505,142 

Ⅲ 少数株主持分 503,016 96,527 △406,489 △80.8 84,282 

   純資産合計 32,632,007 24,379,084 △8,252,922 △25.3 24,584,727 

   負債純資産合計 78,314,297 60,739,866 △17,574,430 △22.4 60,748,044 
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 (2) (要約）四半期連結損益計算書 
（単位：千円、％） 

前年同四半期 
(平成19年5月期 
第１四半期) 

当四半期 
(平成20年5月期 
第１四半期) 

増  減 
(参 考）前期 

(平成19年5月期) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 7,905,729 7,990,245 84,515 1.1 32,059,034 

Ⅱ 売上原価 6,472,273 6,615,537 143,263 2.2 26,185,987 

   売上総利益 1,433,455 1,374,707 △58,747 △4.1 5,873,046 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,074,150 1,043,352 △30,797 △2.9 4,516,431 

   営業利益 359,304 331,354 △27,949 △7.8 1,356,615 

Ⅳ 営業外収益 133,785 138,332 4,546 3.4 412,712 

Ⅴ 営業外費用 264,417 364,242 99,825 37.8 1,430,068 

   経常利益 228,672 105,444 △123,227 △53.9 339,259 

Ⅵ 特別利益 138,338 20,139 △118,198 △85.4 1,984,800 

Ⅶ 特別損失 282,130 875 △281,255 △99.7 10,517,232 

税金等調整前四半期(当期)

純利益又は税金等調整前四

半期(当期)純損失(△) 
84,880 124,709 39,828 46.9 △8,193,172 

   税金費用 27,499 50,770 23,270 84.6 1,232,627 

少数株主利益又は少数株
主損失(△) 

21,785 12,162 △9,623 △44.2 △111,083 

四半期(当期)純利益又は
四半期(当期)純損失(△) 

35,595 61,776 26,180 73.6 △9,314,716 

 

(3) セグメント情報 

 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  前年同四半期(平成19年5月期第１四半期) 

(単位：千円) 

 介護事業 臨床検査事業 商品販売事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高 5,041,248 1,745,178 839,431 324,865 7,950,723 (44,994) 7,905,729 

営業費用 4,673,125 1,691,207 777,790 206,846 7,348,969 197,455 7,546,424 

営業利益 368,122 53,971 61,641 118,019 601,754 (242,449) 359,304 

 

  当四半期(平成20年5月期第１四半期) 

(単位：千円) 

 介護事業 臨床検査事業 商品販売事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高 5,324,662 1,734,619 345,231 604,326 8,008,841 (18,596) 7,990,245 

営業費用 4,988,082 1,636,997 316,410 527,929 7,469,420 189,469 7,658,890 

営業利益 336,580 97,622 28,821 76,397 539,421 (208,066) 331,354 

 

  (参考)前期(平成19年5月期) 

(単位：千円) 

 介護事業 臨床検査事業 商品販売事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高 20,844,514 7,351,986 2,021,626 2,217,052 32,435,179 (376,145) 32,059,034 

営業費用 19,002,175 7,245,959 1,849,702 1,842,642 29,940,479 761,939 30,702,418 

営業利益 1,842,339 106,026 171,923 374,410 2,494,699 (1,138,084) 1,356,615 

 


