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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 1,336 △0.9 206 △44.6 185 △42.6 110 △39.1

18年９月中間期 1,348 － 372 － 322 － 181 －

19年３月期 2,655 － 316 － 249 － 127 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 14,326 31 － －

18年９月中間期 37,713 54 － －

19年３月期 22,142 61 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）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

19年９月中間期 11,835 1,229 10.4 158,883 24

18年９月中間期 12,254 824 6.7 132,073 74

19年３月期 12,268 1,139 9.3 147,178 14

（参考）自己資本 19年９月中間期 1,229百万円 18年９月中間期 824百万円 19年３月期 1,139百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
中間期末（期末）残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 22 △164 △203 486

18年９月中間期 1,479 △1,681 441 641

19年３月期 1,787 △1,721 364 832

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － － － 1,250 00 1,250 00

20年３月期 － － － － － －

20年３月期（予想） － － － － 1,250 00 1,250 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 2,655 0.0 260 △17.7 225 △9.7 126 △1.0 16,295 74
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、24ページ「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」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 7,740株 18年９月中間期 6,240株 19年３月期 7,740株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 0株 18年９月中間期 0株 19年３月期 0株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提と

なる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「１．経営成績(1）経営成績の分析」を

ご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間期の経営成績

  当中間会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日）における我が国の経済状況は、企業収益の改善を背景と

した設備投資の増加に加え、雇用情勢の改善や個人消費の増加傾向など、景気は回復基調で推移しました。しかしな

がら、原油価格の高騰や米国経済動向に影響を受けた金融市場の不安定など、今後も景気の先行きには注視する必要

があります。

　有料老人ホーム業界におきましては、一部大手介護事業者の介護保険不正申請・請求による行政処分の結果、全国

規模の事業譲渡が行われ、サービスの継続や譲渡先決定の推移など世論を巻き込み問題化しました。また、業界への

新規参入が北海道内でも多く見られるようになり、市場競争の本格化傾向が見られます。

　このような環境の中で、当社は全社をあげて平成18年７月に新規開設した光ハイツ・ヴェラス真駒内公園施設の居

室販売及び既存４施設の空室販売営業を推進するとともに、来るべき冬期間の暖房費用に関連したエネルギーコスト

の高騰を予測して管理コスト低減に努めた結果、売上、利益共に業績予想を上回り、当中間会計期間の業績は、売上

高1,336百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益206百万円（同44.6％減）、経常利益185百万円（同42.6％減）、中

間純利益110百万円（同39.1％減）となりました。なお、当中間会計期間の業績が前年同期比を下回ったのは、前中間

会計期間において新施設光ハイツ・ヴェラス真駒内公園の開設に伴い新規居室販売が集中して計上されたことによる

ものです。

当期の見通し

　今後の見通しにつきましては、特定施設枠を確保した有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅などの高齢者住宅関連

の新規参入などによる施設の増加により、サービスの質、価格等の競争が増してくることが予想されます。また、光

ハイツ・ヴェラス真駒内公園施設の介護専用棟の入居が前倒しで進んだことにより、下半期における販売可能居室数

が減少したこと及び内部統制に関連する追加費用並びに最高値を更新している原油価格高騰等による経費の増加が予

想されます。

　以上のことから、当期の業績予想は、当初の予想どおり売上高2,655百万円、営業利益260百万円、経常利益225百万

円、当期純利益126百万円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況 

　当中間会計期間末の資産につきましては、総資産が前中間会計期間末に比べ419百万円減少の11,835百万円（前年

同期比3.4％減）となりました。

　流動資産は、前中間会計期間末に比べ258百万円減少の799百万円（同24.4％減）となりました。その主な要因は

借入金の返済および法人税等の支払いによる現金及び預金の減少によるものであります。また、固定資産は、前中

間会計期間末に比べ160百万円減少の11,036百万円（同1.4％減）となりました。その主な要因は有形固定資産の減

価償却による減少であります。

　負債につきましては、前中間会計期間末に比べ824百万円減少の10,605百万円（同7.2％減）となりました。

　流動負債は、前中間会計期間末に比べ152百万円減少の2,614百万円（同5.5％減）となりました。その主な要因は

借入金の返済による１年以内返済予定の長期借入金の減少によるものであります。また、固定負債は、前中間会計

期間末に比べ672百万円減少（同7.8％減）の7,991百万円となりました。その主な要因は長期借入金および長期入居

金預り金の減少によるものであります。

②　当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

  当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は借入金の返済や法人税等の支出により

486百万円（前年同期比24.1％減）となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは22百万円（同98.5％減）の資金収入となりま

した。その主な要因は入居金預り金・介護料預り金の減少と法人税の支払いによるもであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは164百万円（同90.2％減）の資金支出となりま

した。その主な要因は貸付による支出および投資有価証券の取得による支出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）
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　当中間会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは203百万円の資金支出となりました。その主な

要因は長期および短期借入金の返済による支出によるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） 9.3 10.4

時価ベースの自己資本比率（％） 13.9 15.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 131.2 4,832.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 25.1 0.7

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注３）有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する公正な利益還元を経営上重要な課題として位置付け、業績の向上に努めると共に、経営基盤

の強化、財務体質の強化並びに将来の事業拡大に備えた内部留保の充実も勘案しつつ、株主への安定した配当の継続

と配当水準の向上に努めることを基本方針としております。

また、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと、経営体質・財務基盤の一層の強化に役立て

ていく方針であります。

　上記基本方針のもと、当期の１株当たりの配当は、期末に1,250円を予定しております。　

(4）事業等のリスク

　以下において、当社事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、

当社として必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断上及び当社の事業活動を理解する上

で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、これ

らのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。

なお、文中における将来に係る事項は、当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。

①　当社の事業内容について

・収益構造について

　当社のような終身利用を保証した有料老人ホーム事業では、入居契約時に入居一時金・介護等一時金を受領い

たします。この利用権方式による入居一時金及び介護等一時金は、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。

　当中間会計期間末現在、入居時償却率は15％、一般棟の返還対象期間は７年～13年、介護専用棟の返還対象期

間は３年～５年となっております。

収益構造としては、入居一時金により営業活動によるキャッシュ・フローは増加しますが、売上は一時金収入の

全てを一括して計上するのではなく、分割して売上高に計上していく構造となっております。

　従って、入居者が退去する際には未償却金額部分に関して返還義務が発生するため、入居者の大量退去が発生

した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

・有利子負債を除く負債比率が高いことについて

　当社の主たる収入源である入居一時金は、入居時に一括して貸借対照表の負債に入居金預り金、長期入居金預

り金として計上されるため、負債比率が高くなる要因となっております。入居一時金による利用権契約形態をとっ
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ている有料老人ホームにとっては、一般的な財務構造であり、社団法人全国有料老人ホーム協会の「有料老人ホー

ム会計・税務ハンドブック」に則った会計処理によるものであります。当社の当中間会計期間末における総資産

に占める上記に示した２項目の合計比率は60.2％となっております。当社が新規施設をオープンし、入居者数が

急拡大する際は、この比率が増加する傾向にあり、相対的に自己資本比率の低下につながっております。

　当社は、今後有料老人ホーム業界の動向を考慮しながら、新規施設に関しては入居一時金に依存しない事業展

開も検討していく方針であり、このことが当社の財政状態の向上に寄与するものと考えておりますが、当社が想

定する効果を得られない場合には、自己資本比率が低下し、当社の財政状態に影響を与える可能性があります。

・地域特性について

　当社の現施設は全て札幌市内にあるため、札幌市において発生した地震、台風、大雨、大雪等の自然災害や火

災等により、やむなく業務を停止せざるを得なくなる場合には、当社業績に影響を与える可能性があります。

　又、原油等の燃料価格の高騰等が発生した場合は、北海道という地域の特性上、冬期間の暖房及び浴場に関す

るエネルギーコスト等を増大させ、当社の業績に影響を与える可能性があります。

・今後の事業展開について

　当社は、光ハイツ・ヴェラス石山、月寒公園、藤野、琴似、真駒内公園と札幌市内に限定して施設展開を行っ

ておりますが、今後は札幌市以外の主要都市にも新規施設を設置していく方針であります。今後の業容拡大には

施設数の増加が大きく寄与することとなるため、当社施設の立地条件に合致する不動産物件の不足や竣工時期の

遅れ等で、計画どおり新規施設開設が行えない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社は、今後有料老人ホーム業界の動向を考慮しながら、新規施設に関しては入居一時金に依存しない

事業展開も検討していく方針であり、このことは当社の業績及び財政状態の向上に寄与するものと考えておりま

すが、当社が想定する効果を得られない場合には営業戦略の見直しが必要になる可能性があり、当社の業績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

②　法的規制その他について

・介護保険法による規制について

　当社の介護付有料老人ホームは介護保険法の特定施設入居者生活介護（注）に該当します。当社は介護保険契

約者の入居者に介護サービスを行った場合、要介護度別に利用者の負担として定率（１割）の負担をしていただ

き、残りの保険給付対象分の費用は当社が国保連に請求して保険給付を受けております。介護保険対象サービス

を超える手厚い介護サービスは、現在の当社の介護保険外サービス料として入居時に一括でお預りしている介護

等一時金で賄っております。なお、入居者個人の嗜好や要求による協力病院以外の遠方病院への付添送迎などは

単価設定の上、有償にてサービス提供をしております。

　当社が展開しております有料老人ホーム事業は、介護保険法の適用を受けるサービスの提供を内容とし、介護

サービス費用の額の９割は、介護保険により給付されるため、当社の事業には介護保険制度の影響を受ける部分

が少なからずあります（当中間会計期間：総売上高に占める介護保険売上高比率は24.6％）。また、介護保険報

酬の基準単位は、当社の事業の状況に関わりなく介護保険法及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、不況による保険料徴収の減少や少子高齢化による負担者層の

減少が予想されるなど、介護保険の財政基盤は磐石ではなく、介護保険の自己負担部分が引き上げられた場合な

どには、介護保険制度の新たな利用者層の利用が抑制される可能性があります。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。

　介護保険法およびそれに基づく政省令等においては、利用者の保護という観点から、事業者の利用者に対する

行為について詳細に規定され、特定施設入居者生活介護事業者としてこれらの規定に従って事業を行うことが法

令上求められており、当社の事業活動は一般的な事業会社よりも相対的に強い制約を受けている事から、これら

法律並びに政省令の変更如何では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。

　　（注）　『「特定施設入居者生活介護」とは、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。』

（介護保険法第８条第11項）

・地域行政について
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　北海道の高齢者人口は、2010年には北海道の総人口の24.6％、135.4万人、2015年度推計28.9％、155.2万人と

増加の一途をたどると見られています（出所：人口問題研究所「都道府県の将来推計人口」平成19年５月推計）。

当社は、北海道における有料老人ホーム事業者として北海道並びに札幌市等の行政と良好な関係を築いて参りま

した。従って、北海道における高齢者の増加に対し、そのニーズに対し質・量ともに充足する優良な有料老人ホー

ムを提供できる事業者として、順調に拠点拡大が可能であると考えています。しかしながら、介護保険財政の逼

迫等により行政も当面は特定施設の総量規制に動いており、その動向如何では当社の業績に影響を与える可能性

があります。このため、当社は、特定施設指定に頼らなくても採算が取れる事業モデルの展開を検討し、行政の

規制強化に耐えられる事業体質を構築していく方針でありますが、新規事業モデルの開始時期が予定よりも遅れ、

計画どおり収益をあげることができない場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。

・その他の法令等による規制等について

　当社は、施設に関して老人福祉法、消防法、地方自治体による有料老人ホーム設置運営指導指針による規制等

を受け、施設の設備基準の充足等の法令遵守を求められている他、公正取引委員会が運用する不当景品類及び不

当表示防止法の遵守も求められております。このため、諸事情によりこれらの法的規制等に抵触した場合には、

新規施設建設計画の遅れや既存施設の改修費用等の発生、当社に対する信用の失墜等による入居率の低下等が想

定され、当社の業績は影響を受ける可能性があります。

　また、当社は施設内において食事サービスの提供を行っており、食品衛生法による規制を受けております。当

社では、社内に衛生管理担当者を配置し、外部衛生管理業者に定期的な衛生点検を委託する等、食中毒の発生原

因を徹底的に排除しておりますが、食中毒の発生により施設単位で営業停止等の処分を受けた場合には、当社の

業績は影響を受ける可能性があります。

　この他、金融商品取引法（いわゆる日本版SOX法）への対応のためのシステム導入等で、当社の予想している以

上の費用増加が発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

③　顧客情報管理について

　当社は、施設入居者等についての多くの個人情報を保有しております。これら個人情報の取り扱いにおいては、

介護保険法および個人情報保護法等の関係諸法令を遵守し、厚生労働省策定のガイドラインにのっとった個人情

報の管理に関する規程等を整備し、運用の徹底を図ることにより、情報が漏洩することのないよう留意しており

ます。しかしながら、社内管理の不手際および不測の事態等により個人情報の管理に問題が発生した場合は、当

社の信用が低下し、入居率の低下を招いたり、損害賠償請求が提訴される等、当社の業績に影響を与える可能性

があります。

④　競合について

・競合関係等によるリスク

　当社の運営する有料老人ホームは、健常時から要介護時までの安心を提供する老人ホームであり、介護専用型

の有料老人ホームとは施設コンセプト並びにターゲットとする顧客層が違っていると考えております。しかしな

がら、低価格の入居一時金の介護専用型有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、グループホーム、ケアハウス等

の急成長や、年金制度に対する不安によって消費者の安値志向等が顕著となった場合には、当社のように施設の

グレードやサービスの高さを売りとした、入居一時金が比較的高額な有料老人ホームは入居率の低下を招く可能

性があります。

　また、当社は介護専用棟を併設することによって、入居者に対して要介護時の安心を提供しており、これが当

社の高入居率の理由の一つであると考えております。しかしながら、今後医療法人が運営する医療機関併設型の

利便性・安心感を訴求した有料老人ホームの出現や、異業種事業会社の有料老人ホーム事業への新規参入等によっ

て、当社の入居者に提供するサービスが陳腐化し、顧客からの支持を得られなくなった場合には、当社施設の入

居率が低下し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

・退職役職員の競業の可能性について

　当社の役職員が退任又は退職し、独立して同業を営んだ場合および競合先のホームなどで就業した場合には、

入居者獲得競争等が発生する可能性があり、その場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

⑤　主要株主との関係について

・メデカジャパングループとの関係について

　株式会社メデカジャパン（以下、「メデカジャパン」という。株式会社ジャスダック証券取引所上場）は、当

中間会計期間末現在、当社の発行済株式総数の30.0％を保有しており、当社は同社の持分法適用関連会社に該当

します。
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　当社が所属するメデカジャパングループは、当中間会計期間末現在、メデカジャパン、連結子会社６社、非連

結子会社３社、持分法適用関連会社４社、持分法適用非関連会社２社の計16社から構成されており、介護・臨床

検査等の事業を行っております。その中において当社は、北海道地区における有料老人ホーム事業の展開という

役割を担っております。また、当社以外のグループ内企業では、株式会社メープルヴィラが首都圏、アクティバ

株式会社が関西圏において、高級型有料老人ホームを展開しております。

　メデカジャパンの介護施設展開は、中規模多機能複合介護施設（ディサービス、ショートスティ、グループホー

ム）であり、一部展開する有料老人ホームも要介護認定者を対象とする介護専用型が中心であります。これに対

して、当社の有料老人ホームは介護専用棟を併設してはおりますが、主たる顧客層は健常な高齢者であります。

　当社は、グループ内において唯一北海道地区において有料老人ホーム事業を展開する企業であり、独立した経

営を行っておりますが、将来のグループの政策変更等が、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

・株式会社保健科学研究所との関係について

　当社大株主の株式会社保健科学研究所は、以前、当社施設厨房職員の検体検査を当社が委託した経緯があるこ

とから、当中間会計期間末現在、同社は当社の発行済株式数の12.0％を所有しております。

　なお、現在当社は同社との資本的関係以外の取引はなく、同社は当社の経営には関与しておりませんが、当社

経営陣とは友好的な関係にあるものと認識しております。しかしながら、同社の方針の変更等により、当社の資

本構成等に影響を及ぼす可能性があります。

・株式会社加ト吉との関係について

　当社大株主の株式会社加ト吉は、当中間会計期間末現在、発行済株式総数の10.9％（共同保有者の保有株券等

の数も含む）を所有する主要株主となっております。

　なお、現在当社は同社との資本的関係以外の直接的な取引はなく、同社は当社の経営には関与しておりません

が、当社経営陣とは友好的な関係にあるものと認識しております。しかしながら、同社の方針の変更等により、

当社の資本構成等に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　シンジケート・ローンについて

　当社は、光ハイツ・ヴェラス真駒内公園開設のための事業資金を調達するため、平成17年６月23日に取引銀行３

行と総額1,700,000千円のシンジケート・ローン契約（シンジケーション方式によるコミットメントライン）を締

結しております。この契約では、２期連続して経常損失を計上した場合、及び各年度の決算期末日の単体の貸借対

照表における純資産の部の金額を直前決算期末の金額の80％相当額以上に維持できない場合には、全ての債務を直

ちに返済するという財務制限条項が付されております。このような事象が発生した場合には、当社の財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

⑦　減損会計について

　当社は、平成18年３月期から減損会計を適用しております。今後、経営環境の変化等により減損処理が必要となっ

た場合は、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑧　金利変動による影響について

　当社は、施設の建設資金等を主として金融機関からの借入により調達しており、総資産に占める有利子負債の構

成比は、前事業年度末19.1％、当中間会計期間末18.2％であります。有利子負債への依存度は高い水準ではないと

判断しておりますが、新たな用地取得等に際して、借入金利水準が上昇した場合には、支払金利が増加し、当社の

業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　そのため、今後の用地取得並びに建設資金に関しましては、流動化・証券化あるいはリースバック等により有利

子負債の圧縮並びに金利変動リスクの低減化も検討する方針でありますが、今後の金利動向等の変化によっては、

当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑨　入居者に対する安全管理・健康管理について

　当社の事業は、高齢者に対するサービスであることから、サービスの提供方法や施設内の安全衛生には万全を期

し、細心の注意を払っております。しかしながら、入居者の急激な体調の悪化、感染症の集団発生やその他何らか

の事故等が発生した場合には、当社の信用が低下し、入居率の低下を招いたり、多額の返還金債務や賠償金等の支

払いのための費用が発生することにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。

⑩　優秀な人材の確保及び育成について
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　当社のような老人ホーム事業は人材の流動性が高い業態であると一般的に言われております。また、介護保険法

改正の審議の中では、介護に携わる介護職員は将来的に介護福祉士の資格取得を基本とするとの方向性が示されて

おります。

  当社では、研修制度の充実、社外研修支援体制、資格取得のサポートなどにより人材育成に積極的に取り組んで

おります。しかしながら優秀な人材の育成、採用が施設開設を中心とした事業規模の拡大に追いつかない場合は、

拡大計画の修正が必要となることもあり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、人件費高騰に伴うコスト増加が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　　当社は、北海道において有料老人ホームの設置、運営、管理を主たる業務として展開しており、札幌市内に５箇所の

　施設を所有、運営しております。

　　また、当社は株式会社メデカジャパンの持分法適用関連会社であり、同社を中心とする企業集団は、介護事業、臨床

　検査事業、商品販売事業等を展開しており、当社はそのうちの介護事業に属しております。

 　当社の事業系統図を図示すると次のとおりとなります。

 

 

■生活サービス 

■食事サービス 

■介護サービス 

 （特定施設入居者生活介護） 

 （介護予防特定施設入居者生活介護） 

 
国民健康保険団体 

連合会 

有料老人ホーム（当 社） 

広告・宣伝の 

委託 

介護用品等の

仕入れ及び 

購入 

不動産の賃借 

 

食材等の仕入れ 

工事等発注 

 

仕入先 
株式会社メデカジャパン 

（その他の関係会社） 

 

建設会社等 

新築工事 

修繕工事 

原状回復工事 

顧 客 （入居者） 

入
居
一
時
金
等 

利 

用 

料 

介護保険報酬 

 （関係会社の状況）

名称 住所
資本金又は

出資金（千円）

主要な事業の

内容

議決権の所有（被所

有）割合（％）
関係内容

（その他の関係会社）

　

株式会社メデカジャパン

 

 

埼玉県鴻巣市

 

 

 

 

16,118,116

 

 

 

  介護事業

（被所有）

直接　30.0

介護用品等の仕入れ

及び購入

東京事業所賃借

広告・宣伝の委託

 

（注）有価証券報告書の提出会社であります。

㈱光ハイツ・ヴェラス(2137) 平成 20 年３月期中間決算短信(非連結)

－ 9 －



３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、超高齢社会にあって「人生100年の理想郷＝真の長寿社会」の実現を目指し、「快適と活気に溢れた生活環

境」「生きがいが感じられるゆとり環境」「尊厳が大切に守られた介護環境」を整備することにより、高齢の人々が

終生豊かで明るい「ハッピーシニアライフ」を過ごせる理想の住まいを提供することを経営の理念としています。

　当社は、①21年間に培われたサービスの質を時代の要請にマッチするようブラッシュアップする②アッパーミドル

層・富裕層を対象とし更に上質な生活空間（建物、サービス、医療・介護体制）を提供する③団塊世代を含むアッパー

ミドル層を中心とするリーズナブルな入居・生活コストのニーズに応える住まいを提供する、３項目を経営方針とし

て取り組んでおります。

(2）目標とする経営指標

①　平成21年３月期には札幌大都市圏及び北海道内拠点都市において、介護付の高齢者専用賃貸住宅（医療機関併　

設・隣接型）の開設を目標とします。以降は毎年１棟以上のペースで、アッパーミドル層をターゲットにリーズナ

ブルな価　格の高齢者専用賃貸住宅の開設を目標とします

②　平成22年３月期には札幌市内において、フラグシップ的なアッパーミドル層及び富裕層向けの高級型有料老人ホ

ーム（医療機関併設・隣接型）１棟の開設を目標とします。以降は３年から５年に１棟のペースで同様の、医療・

介護の安心を伴い、ご入居者一人一人の自己実現をサポートするコンシェルジュサービスの確立した高級型の有料

老人ホームの開設を目標とします

③　当社では、１株当たり当期純利益（EPS）および株主資本当期純利益率（ROE）を高めてゆくことが重要と考えて

おります。高齢者市場に支持される有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の提供を継続的に行い、企業価値の向上

に努めて参る方針です。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、高齢前期、高齢後期夫々のライフステージでの高齢者の方々の特性を良く理解し、それぞれの健康、家族

（コミュニケーション、触れ合い）、介護、資産という４つの懸念要因の全てに、優しさと愛情を背景にした「相談

文化」「見守り文化」をシステムとして確立してその不安を解消し、「安心」と「満足」を提供し続けることを目指

しております。

  当社は、高齢人口の拡大、要介護高齢人口の増加、医療保険制度改革による療養型療養病床群の大幅縮小がもたら

す受け入れ先需要の拡大、団塊世代の高齢者世代への参入、それらに伴うニーズの多様化に的確に対応してまいりま

す。

  当社は、先ず北海道市場にこだわった徹底したドミナント戦略をとり、札幌大都市圏内の拠点拡大に加え、近隣主

要都市にも順次施設開設する予定にあります。

  当社は、アッパーミドル層・富裕層をターゲットとする高級型有料老人ホームの「光ハイツ・ヴェラス」ブランド

の更なるブラッシュアップに努める他、団塊世代を含むアッパーミドル層をターゲットに、上質かつリーズナブルプ

ライスの高齢者専用賃貸住宅を「VARUSコンフォート(仮称)」ブランドで展開する計画です。

  当該展開の差別化ポイントは、医療機関の併設・隣接による徹底した連携,介護機能併設及び当社の高質なサービス

提供による高齢者の方々の不安解消にあります。

(4）会社の対処すべき課題

①　老人福祉法、介護保険法の改正が及ぼす企業収益の減少

　介護保険財政の逼迫を理由として平成21年に予定されております介護保険法の次の改訂時には、特定施設の介護

報酬についても引き下げや介護保険利用者の自己負担部分の引き上げが生じる可能性があり、当社は介護保険収入

減に備えた準備をする必要があります。対応策としまして、人件費、その他介護関連サービスコストの削減という

課題に取り組んでおります。介護保険法における直接処遇職員の配置基準は要介護認定者３人に対し１人以上とい

うルールであり、当社はそれを上回る2.5対１以上を表示しておりますが、配置の現状は1.55：１平均とかなり手厚

い介護体制をとっています。この介護体制の中で介護サービスの質を落とさず、職員の配置効率を向上することが

課題であると認識しております。介護保険外のサービスである通院送迎や、居室清掃、配膳、買い物サービスといっ

た付加価値サービスについて、中には健常な方々に対する過剰サービスといった実態がありましたが、それを改善

するために健常者と判断できるご入居者に対するサービスや遠距離病院への送迎等の有料化を全施設の運営懇談会

の議決を経て実施いたしました。このような収入増の取り組みと職員の配置効率の改善により介護保険報酬減額の

影響の極小化を図って参ります。

②　競争激化する有料老人ホーム業界における優位差別性の確保

　今後も更に新規施設の開設が進み、多種多様な入居システムのホームおよび高齢者用賃貸住宅が増えることによ

り、有料老人ホーム業界の競争激化は進むものと思われます。数年後に高齢者の仲間入りをする800万人の団塊の世
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代の有料老人ホームに対するニーズをつかみ取れるビジネスモデル訴求の可否がこの入居獲得競争に優位差別性を

持つ鍵であり、更に入居後に対するサービス提供の質が高入居率確保の鍵となります。当社は、複数のビジネスモ

デルを訴求し、より優位差別化できる上質なサービスの提供に取り組んで参ります。

③　自治体による有料老人ホームの開設規制

　多くの自治体は、介護保険財政の悪化により、グループホームや特定施設入居者生活介護事業者である有料老人

ホームの開設に規制をかけています。介護保険報酬を主要収入源として事業所を増やしてきた事業者は、新規開設

規制により非常に厳しい状況に立たされます。当社のような事業形態の有料老人ホームも、特定施設としての新規

開設は厳しくなります。

　今後の新規開設においては、医療機関、通所介護、居宅介護支援事業、ショートステイ、介護予防関連等を取り

入れた複合型の有料老人ホームというモデルをつくり開設することにより、法改正による収入減並びに、開設規制

をクリア出来る事業展開が必要と考えています。

④　コンプライアンス体制の強化

　更なる業容拡大、企業価値向上を目指すために、企業倫理、コンプライアンスについて全役職員が共通の認識を

持ち、的確で公正な判断と行動を可能とするシステムを整備し、透明性ある管理体制の構築を行って参ります。 

  未然に不正などを防止する体制として、内部通報制度をさらに精度を高め全社体制を構築しております。又、行

動規範の遵守を徹底することにより、不正行為などの防止を図っています。コンプライアンスの推進やその実施状

況をフォローするために、サービス向上委員会で課題の協議を行っています。また、ハラスメント等の一連の社員

間に関わる、諸問題については賞罰委員会等で判定し、取締役会で決議する体制を構築しております。

⑤　コーポレートガバナンスの強化

　会社法施行、金融商品取引法等の移行により、透明性の高い経営体質と内部統制システムの構築を求められる中、

経営陣の強化（社外経験者の招聘）、監査体制の強化（会計監査人の選任および経営状況の適正な監視）、内部監

査体制の強化（他の部門から独立した部門として、業務監査及び不正などの防止）、業務内部統制体制の強化（企

業経験経営者の参画・業務分担の明確化・経営の公平透明性の確保・施設リスク管理体制整備）、内部監査・監査

役監査・会計監査の相互連携（適正な意見の交換・業務立ち入りなど）等を通じて企業価値の向上を図るとともに

健全な企業活動を実施し、ステークホルダーへの責任を果たして参ります。

⑥　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について

　当社は、平成19年５月29日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に

関する基本方針（会社法施行規則第127条第1号）である「光ハイツ・ヴェラスと株主様との関係に関する方針」（以

下「HSR方針」といいます。）、並びにこの基本方針を実現するための特別の取組み（同条第２号イ）について決定

しております。

(A) HSR方針の内容（要約）

　公開会社である当社における「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者」としての在り方は、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましく、その判断は最終的には会社の株主様全体の

意思に基づき決定されるべきものであります。そのためには株主の皆様には十分に情報が提供された上で、その

適切な判断がなされる環境を当社が整えるべきであると考えております。

　当社は、創業以来21年間にご入居者、株主、取引先、地域とともに培ってきた有料老人ホーム事業の経営、高

齢者支援サービスのノウハウを根幹とする「人生１００年の理想郷づくり＝真の長寿社会の実現」を目指す事業

活動を通じて、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に取り組んでおります。当社の持続的な成長のためには、

時代のニーズに応える新事業モデルを核とした新たな需要・市場創造への挑戦姿勢、「人に基軸をおいた経営」

の下での社員と経営陣の深い信頼関係、高齢者のニーズを熟知した上で「安心」と「満足」を提供できるVARUSマ

インドといえる企業文化、並びに環境、地域、社会との共生や様々なステークホルダーとの信頼関係の維持が極

めて重要と考えます。すなわち、当社の企業価値は、当社が培ってきた有形無形の財産にこそ源泉があると考え

ます。

　当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる大量買付行為であるか否かについて、株主様が

その提案やそれに対する当社の現経営陣の経営方針等について十分な情報を得た上で、適切な判断を下すことを

好ましいと考えます。又、当社の企業価値・株主共同の利益に反するおそれのある大量買付や株主様による適切

な判断が困難な方法で大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと

考えます。

(B) HSR方針を実現するための当社の取組み（要約）

　当社は、当社から独立した構成メンバーからなる独立委員会が、情報収集とその検討及び株主様に対する情報

開示を行うことが適切であると判断し、そのための手続（以下「HSRルール」といいます。）を決定しております。

(a) HSRルールの適用対象 

　HSRルールは、会社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付、又は、

公開買付に関わる株券等の所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付に
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該当する行為又はその提案（以下、併せて「買付等」といいます。）がなされる場合に適用され、これら買付

等を行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）には、予めHSRルールに従っていただくこととします。

(b) 独立委員会 

　当社は、HSRルールに従った手続の進行にあたり買付者がHSR方針に照らして不適切な者でないか否かを客観

的に判断するための組織として、当社経営陣からの独立性の高い構成メンバーによる「独立委員会」を設置し

ます。独立委員会は、買付者等に対する事前の情報提供の要求、買付等の内容の検討・判断、買付等に対する

意見の表明等を行うことを予定しており、これにより当社大量買付行為に関する手続の客観性・合理性・透明

性を高めることを目的としています。

　独立委員会は、買付者等から本必要情報が全て提出された場合、当社取締役会に対しても、独立委員会が定

める期間内に買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案その他独立委員会が適宜必要と

認める情報を提示するよう要求することができます。

　独立委員会は、買付者等から必要情報が提出された事実、及び、その他の情報のうち独立委員会が適切と判

断する事項について、独立委員会が適切と判断する時点で、株主の皆様に対する情報開示を行います。

　独立委員会は、所定の検討期間(原則２カ月間)を経た上、買付者等による買付等が不適切な買付等に係る要

件のいずれかに該当するか否かについて判断するものとし、その結果、及びその理由その他当該買付等に関す

る株主の判断に資すると判断する情報を、株主の皆様に対し情報開示するものとします。

　なお、当社は独立委員会規則を決定しており、委員の任期は1年としております。

(c) HSRルールの改廃等

  HSRルールは、平成19年６月１日より発効することとし、有効期間は３年間とします。但し、当社は、有効期

間中であっても、HSRルールについて随時再検討を行い見直すことがあります。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19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19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  690,446   516,967    888,998   

２．営業未収入金  203,976   185,318    174,585   

３．棚卸資産  2,188   1,490    1,454   

４．前払費用  2,307   10,869    21,568   

５．繰延税金資産  30,513   31,057    22,403   

６．短期貸付金  －   50,000    －   

７．その他  128,305   3,864    32,220   

流動資産合計   1,057,737 8.6  799,568 6.8 △258,168  1,141,232 9.3

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産 ※１           

１．建物 ※２ 8,130,419   7,791,170    7,929,834   

２．構築物  128,793   201,870    200,932   

３．器具及び備
品

 200,537   201,556    218,226   

４．土地 ※２ 2,450,070   2,450,070    2,450,070   

５．その他  4,531   1,132    4,195   

有形固定資産
合計

 10,914,351   10,645,799   △268,551 10,803,259   

(2）無形固定資産            

１．ソフトウェ
ア

 55,057   38,549    46,803   

２．その他  7,125   6,725    7,125   

 　 無形固定資産
合計

 62,183   45,275   △16,907 53,929   

(3）投資その他の
資産

           

１．投資有価証
券

 －   100,500    45,900   

２．関係会社株
式

 －   3,476    3,817   

３．出資金  304   30,304    30,304   

４．長期前払費
用

 141,469   99,452    119,133   

５．繰延税金資
産

 51,695   78,023    69,738   

６．長期性預金  －   32,400    －   

７．その他  26,962   896    961   

 　 投資その他の
資産合計

 220,431   345,052   124,620 269,854   

固定資産合計   11,196,966 91.4  11,036,127 93.2 △160,838  11,127,043  

資産合計   12,254,703 100.0  11,835,695 100.0 △419,007  12,268,275 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19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19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  12,265   11,636    12,343   

２．短期借入金 ※２ 324,000   306,500    292,000   

３．一年以内返済
予定の長期借
入金

※２ 1,127,024   869,306    719,314   

４．未払金  89,543   148,549    241,348   

５．未払費用  26,805   33,410    35,641   

６．未払法人税等  148,043   94,555    107,973   

７．前受金  114,111   34,198    98,881   

８．入居金預り金  794,450   946,111    857,769   

９．介護料預り金  68,167   75,049    72,818   

10．前受収益  1,350   1,444    1,369   

11．賞与引当金  47,059   58,299    30,247   

12．その他 ※４ 13,455   34,948    20,514   

流動負債合計   2,766,277 22.6  2,614,010 22.1 △152,267  2,490,222 20.3

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２ 1,322,640   977,682    1,334,342   

２．長期入居金預
り金

 6,545,789   6,177,479    6,469,138   

３．長期介護料預
り金

 648,200   636,008    650,073   

４．退職給付引当
金

 27,079   33,006    29,232   

５．修繕引当金  88,986   132,097    123,631   

６．役員退職慰労
引当金

 11,296   20,620    15,468   

７．その他  20,293   15,035    17,007   

固定負債合計   8,664,285 70.7  7,991,929 67.5 △672,356  8,638,894 70.4

負債合計   11,430,563 93.3  10,605,939 89.6 △824,623  11,129,116 90.7
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19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19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   300,000 2.4  486,300 4.1 186,300  486,300 4.0

２．資本剰余金            

　　資本準備金  180,000   366,300    366,300   

資本剰余金合計   180,000 1.5  366,300 3.1 186,300  366,300 3.0

３．利益剰余金            

(1) 利益準備金  1,920   2,887    1,920   

(2) その他利益
剰余金

           

別途積立金  154,000   274,000    154,000   

繰越利益剰
余金

 188,220   113,986    133,742   

利益剰余金合計   344,140 2.8  390,873 3.3 46,733  289,662 2.3

株主資本合計   824,140 6.7  1,243,473 10.5 419,333  1,142,262 9.3

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

その他有価証
券評価差額金

  －   △13,717  △13,717  △3,104  

評価・換算差額
等合計

  －   △13,717 △0.1 △13,717  △3,104 △0.0

純資産合計   824,140 6.7  1,229,756 10.4 405,616  1,139,158 9.3

負債純資産合計   12,254,703 100.0  11,835,695 100.0 △419,007  12,268,275 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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   1,348,794 100.0  1,336,621 100.0 △12,173  2,655,470 100.0

Ⅱ　売上原価   835,356 61.9  960,638 71.9 125,282  1,953,082 73.5

売上総利益   513,438 38.1  375,982 28.1 △137,455  702,388 26.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  141,080 10.5  169,757 12.7 28,676  386,201 14.6

営業利益   372,357 27.6  206,225 15.4 △166,132  316,187 11.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  18,079 1.3  34,999 2.6 16,920  40,300 1.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  67,577 5.0  55,766 4.1 △11,811  106,952 4.0

経常利益   322,859 23.9  185,459 13.9 △137,400  249,534 9.4

Ⅵ　特別利益 ※３  1,913 0.2  －  △1,913  10,165 0.4

Ⅶ　特別損失 ※４  17,218 1.3  533 0.1 △16,685  32,132 1.2

税引前中間
（当期）純利
益

  307,554 22.8  184,926 13.8 △122,627  227,567 8.6

法人税、住民
税及び事業税

 144,294   90,978    128,717   

法人税等調整
額

 △18,669 125,624 9.3 △16,937 74,040 5.5 △51,583 △28,602 100,114 3.8

中間（当期）
純利益

  181,930 13.5  110,885 8.3 △71,044  127,452 4.8
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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

株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

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

中間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

中間純利益     181,930 181,930 181,930 181,930

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

180,000 180,000 240 110,000 69,290 179,530 539,530 539,530

平成18年９月30日残高（千円） 300,000 180,000 1,920 154,000 188,220 344,140 824,140 824,140

　（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。

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

別途積立金
繰越利益剰余
金

平成19年３月31日残高（千円） 486,300 366,300 1,920 154,000 133,742 289,662 1,142,262

中間会計期間中の変動額        

別途積立金の積立（注）    120,000 △120,000 － －

剰余金の配当（注）   967  △10,642 △9,675 △9,675

中間純利益     110,885 110,885 110,885

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）

－ － 967 120,000 △19,756 101,210 101,210

平成19年９月30日残高（千円） 486,300 366,300 2,887 274,000 113,986 390,873 1,243,473

 

 評価・換算差
 額等 

 

その他有価証
券評価差額金

 純資産合計

平成19年３月31日　残高 △3,104 1,139,158

中間会計期間中の変動額   

別途積立金の積立（注）  －

剰余金の配当（注）  △9,675

中間純利益  110,885

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額） 

△10,613 △10,613

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△10,613 90,597

平成19年９月30日残高（千円） △13,717 1,229,756

　（注）　平成19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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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

別途積立金
繰越利益剰余
金

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

事業年度中の変動額        

新株の発行 366,300 366,300     732,600

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

当期純利益     127,452 127,452 127,452

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額） 

       

事業年度中の変動額合計
 （千円）

366,300 366,300 240 110,000 14,812 125,052 857,652

平成19年３月31日　残高（千円） 486,300 366,300 1,920 154,000 133,742 289,662 1,142,262

 

 評価・換算差
 額等 

 

その他有価証
券評価差額金

 純資産合計

平成18年３月31日　残高（千円） － 284,610

事業年度中の変動額   

新株の発行  732,600

別途積立金の積立（注）  －

剰余金の配当（注）  △2,400

当期純利益  127,452

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額） 

△3,104 △3,104

事業年度中の変動額合計
 （千円）

△3,104 854,548

平成19年３月31日　残高（千円） △3,104 1,139,158

　（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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（当期）
純利益

 307,554 184,926 △122,627 227,567

減価償却費  149,661 174,278 24,617 324,409

長期前払費用償却等  △65,075 19,802 84,877 23,035

賞与引当金の増加額  21,951 28,052 6,100 5,139

修繕引当金の増加額  6,108 8,466 2,358 40,753

役員退職慰労引当金
の増減額（△は減
少）

 △3,414 5,151 8,566 757

退職給付引当金の増
加額

 2,373 3,773 1,399 4,527

受取利息および配当
金

 △225 △1,086 △861 △572

支払利息  38,050 31,253 △6,797 73,512

有形固定資産売却益  △17 － 17 △17

有形固定資産除却損  17,218 533 △16,685 17,272

過年度損益修正益  － － － △8,251

売上債権の増減額
（△は増加）

 △23,124 △10,733 12,390 6,266

たな卸資産の増減額
（△は増加）

 △631 △35 595 101

仕入債務の増減額
（△は減少）

 386 △707 △1,094 465

入居金預り金・介護
料預り金の増減額
（△は減少）

 1,316,837 △215,151 △1,531,989 1,310,030

未払金の増減額
（△は減少）

 △247 △59,243 △58,995 120,052

未払消費税の増減額
（△は減少）

 △22,107 17,398 39,505 △22,107

前受金の増減額
（△は減少）

 △171,564 △64,682 106,881 △186,794

その他  △25,494 34,877 60,372 △20,913

小計  1,548,240 156,872 △1,391,368 1,915,232

利息及び配当金の受
取額

 225 1,086 861 572

利息の支払額  △37,828 △32,543 5,285 △71,328

法人税等の支払額  △31,055 △103,135 △72,080 △56,764

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,479,581 22,279 △1,457,302 1,787,712
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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

 △7,209 △36,019 △28,809 △14,409

定期預金の払戻しに
よる収入 

 － 30,009 30,009 －

有形固定資産の取得
による支出

 △1,673,448 △43,223 1,630,224 △1,709,688

有形固定資産の売却
による収入

 － － － 86,750

無形固定資産の取得
による支出

 △480 － 480 △980

貸付による支出  － △50,000 △50,000 －

出資金の払込による
支出

 － － － △200,000

出資金の譲渡による
収入

 － － － 170,000

投資有価証券の取得
による支出

 － △64,872 △64,872 △52,821

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,681,137 △164,105 1,517,032 △1,721,149

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入れによる収
入

 － 100,000 100,000 108,000

短期借入金の返済に
よる支出

 △25,000 △85,500 △60,500 △165,000

長期借入れによる収
入

 429,000 150,000 △279,000 869,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △339,040 △356,668 △17,628 △1,175,048

株式の発行による収
入

 360,000 － △360,000 732,600

配当金の支払額  △2,400 △9,675 △7,275 △2,400

設備未払金の増加額  19,059 － △19,059 －

割賦債務の支払いに
よる支出

 － △1,971 △1,971 △2,300

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 441,619 △203,814 △645,434 364,415

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額

 240,063 △345,640 △585,703 431,415

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 401,173 832,589 431,415 401,173

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※ 641,237 486,948 △154,288 832,589

㈱光ハイツ・ヴェラス(2137) 平成 20 年３月期中間決算短信(非連結)

－ 20 －



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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法　

－ その他有価証券

時価のあるもの

　当中間会計期間末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額は、

全部純資産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。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用

しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　事業年度末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、全部純

資産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。

２　デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

 同左

デリバティブ

 同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 

(1）商品

　移動平均法による原価法であり

ます。

 (1）商品

 同左

 (1）商品

 同左

 

 

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法であります。

(2）貯蔵品

 同左

(2）貯蔵品

同左

４　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

(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

５　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、

当中間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、

当中間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

同左

(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。

(2）退職給付引当金

同左

(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。

 

 

(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、当中

間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

同左

(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。

 

 

(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中間

期末要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(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。
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項目
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

６．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。

　入居契約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。

　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。

　入居契約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。

　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。

　入居契約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％ 入居時償却率　5～15％ 入居時償却率　5～15％

 一般棟（※１）

　返還対象期間　７年～13年

一般棟（※１）

　返還対象期間　７年～15年

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

介護専用棟（※２）

　返還対象期間　３年～７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

※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

※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

※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

※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

７．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

８．ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジによっております。

(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

（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

(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

(3）ヘッジ方針

同左

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動の累計とヘッジ手段の

キャッシュ・フローの変動の累計

とを比率分析する方法により行っ

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

９．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・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 同左
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項目
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

10．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

(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

　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。

なお、当中間会計期間において取

得原価に算入した支払利息はあり

ません。

(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。

なお、当事業年度において取得原

価に算入した支払利息は14,076千

円であります。

 

 

(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

(2) 消費税等の会計処理方法

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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は824,140千円であります。

 － （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

  当事業年度から「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1,139,158千円であり、純資産

の部の合計金額と同額であります。 

 － 　（会計方針の変更）

 　法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３月30

日　法律第６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する法令　平成19年３

月30日　政令第83号））に伴い、平成

19年４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。こ

れに伴う営業利益、経常利益、税引前

中間純利益への影響は軽微でありま

す。

　（追加情報）

　当中間会計期間より、法人税法の改

正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した有形固定資産で改正前の法人税

法に基づき償却可能限度額まで償却し

た資産について、その残存簿価を償却

可能限度額に達した事業年度の翌事業

年度以後５年間で備忘価格まで均等償

却を行う方法によっております。これ

に伴う影響は軽微であります。

 －
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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18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,400,602千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,712,526千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,557,817千円

※２　担保資産

このうち施設開発資金借入金（長期借

入金1,322,640千円、一年以内返済予定

の長期借入金1,127,024千円、短期借入

金324,000千円）の担保として供してい

るものは、次の通りであります。

※２　担保資産

このうち施設開発資金借入金（長期借

入金977,682千円、一年以内返済予定の

長期借入金869,306千円、短期借入金

306,500千円）の担保として供している

ものは、次の通りであります。

※２　担保資産

このうち施設開発資金借入金（長期借

入金1,334,342千円、一年以内返済予定

の長期借入金719,314千円、短期借入金

292,000千円）の担保として供している

ものは、次の通りであります。

建物 6,586,461千円

土地 2,449,757千円

計 9,036,218千円

建物 6,378,611千円

土地 2,449,757千円

計 8,828,368千円

建物 6,450,026千円

土地 2,449,757千円

計 8,899,783千円

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。

当中間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通りであります。

３　　　　　　　同左 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

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

※４　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債のその他に含めて表

示しております。

※４　　　　　　　同左 ※４　　　　　　　　－
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 213千円

受取配当金 12千円

受取手数料 2,149千円

賃貸収入 5,969千円

受取利息 714千円

受取配当金 372千円

受取手数料 2,463千円

賃貸収入 8,345千円

受取利息 560千円

受取配当金 12千円

受取手数料 4,169千円

賃貸収入 13,901千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 38,050千円

支払手数料 1,500千円

長期前払費用償却等 27,022千円

支払利息 31,253千円

支払手数料 1,500千円

長期前払費用償却等 19,802千円

支払利息 73,512千円

支払手数料 9,064千円

長期前払費用償却等 23,035千円

※３　特別利益の内容 ※３　　　　　　　 － ※３　特別利益の内容

固定資産売却益
(車両運搬

具）
17千円

役員退職慰労引当金戻入益 1,895千円

計 1,913千円

過年度損益修正益(減価償却

費)
8,251千円

固定資産売却益(車両運搬

具)
17千円

役員退職慰労引当金戻入益 1,895千円

計 10,165千円

※４　特別損失の内容 ※４　特別損失の内容 ※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）
571千円

計  17,218千円

固定資産除却損工具器具及

び備品）
533千円

計  533千円

過年度損益修正損(売上高・

長期前払費用償却等)
14,860千円

固定資産除却損(建物・車両

運搬具・器具及び備品)
17,272千円

計 32,132千円

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 143,206千円

無形固定資産 6,454千円

有形固定資産 166,024千円

無形固定資産 8,253千円

有形固定資産 309,700千円

無形固定資産 14,708千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（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 2,400 3,840 － 6,240

合計 2,400 2,840 － 6,240

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（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．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．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

定時株主総会
普通株式 2,400 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月23日

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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 7,740 － － 7,740

合計 7,740 － － 7,740

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．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19年６月27日

定時株主総会
普通株式 9,675 1,250 平成19年３月31日 平成19年６月28日

㈱光ハイツ・ヴェラス(2137) 平成 20 年３月期中間決算短信(非連結)

－ 27 －



前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 2,400 5,340 － 7,740

合計 2,400 5,340 － 7,740

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（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

新株式の発行による増加　　　　1,500株

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

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23日

定時株主総会
普通株式 2,400 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月23日

 （注）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１株当たり配当金は500円であります。 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資 
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 9,675  利益剰余金 1,250 平成19年３月31日 平成19年６月28日

（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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※　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

※　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

※　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 690,446千円

  

預入期間３か月超の定期預金 △49,209千円

  

現金及び現金同等物 641,237千円

現金及び預金 516,967千円

  

預入期間３か月超の定期預金 △30,019千円

  

現金及び現金同等物 486,948千円

現金及び預金 888,998千円

  

預入期間３か月超の定期預金 △56,409千円

  

現金及び現金同等物 832,589千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19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中間期末残高相当額

(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中間期末残高相当額

(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）

中間期
末残高
相当額
（千円）

機械及び
装置

101,164 32,492 68,671

工具器具
及び備品

327,317 72,232 255,085

合計 428,481 104,724 323,756

 

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）

機械及び
装置

79,372 40,922 38,450

工具器具
及び備品

324,004 125,154 198,850

合計 403,377 166,076 237,300

 

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）

機械及び
装置

79,372 33,889 45,483

工具器具
及び備品

309,187 94,106 215,081

合計 388,560 127,995 260,564

(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年以内 77,083千円

１年超 257,531千円

合計 334,615千円

１年以内 69,400千円

１年超 175,564千円

合計 244,964千円

１年以内 68,942千円

１年超 197,501千円

合計 266,443千円

(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

(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 28,593千円

減価償却費相当額 25,804千円

支払利息相当額 3,580千円

支払リース料 45,060千円

減価償却費相当額 40,030千円

支払利息相当額 6,926千円

支払リース料 64,472千円

減価償却費相当額 57,915千円

支払利息相当額 9,325千円

(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

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

(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。

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 6,860千円

１年超 25,581千円

合計 32,441千円

１年以内 11,666千円

１年超 22,249千円

合計 33,916千円

１年以内 10,117千円

１年超 24,773千円

合計 34,890千円
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（有価証券関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　前中間会計期間において、有価証券を所有しておりませんので、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 57,693 43,976 △13,717

合計  57,693 43,976 △13,717

　２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券  

　　非上場株式 60,000

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 52,821 49,717 △3,104

合計 52,821 49,717 △3,104

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　前中間会計期間においてデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いてお

ります。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況  

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 スワップ取引 500,000 1,319 1,319

合計 500,000 1,319 1,319

　（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。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況  

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 スワップ取引 500,000 582 582

合計 500,000 582 582

　（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。
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（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　前中間会計期間において付与しておりませんので、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　当中間会計期間において付与しておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　前事業年度において付与しておりませんので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　前中間会計期間において関連会社を有していないため、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　当中間会計期間において関連会社を有していないため、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　前事業年度において関連会社を有していないため、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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 132,073円74銭

１株当たり中間純利益

金額
37,713円54銭

１株当たり純資産額 158,883円24銭

１株当たり中間純利益

金額
14,326円31銭

１株当たり純資産額 147,178円14銭

１株当たり当期純利益

金額
22,142円61銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、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株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため、記載しておりません。

　当社は、平成18年９月１日付で株式

１株につき２株の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事業年度にお

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 59,293円75銭

１株当たり当期純利益

金額
12,347円89銭

　（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 824,140 1,229,756 1,139,158

純資産の部から控除する金額（千円） － － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（千円）
824,140 1,229,756 1,139,158

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数（株）
6,240 7,740 7,740

  （注）２　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 181,930 110,885 127,452

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）
181,930 110,885 127,452

期中平均株式数（株） 4,824 7,740 5,756

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

－ － －

（重要な後発事象）

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

－ －  －
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　前中間会計期間（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。

　当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

該当事項はありません。

　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。

(2）受注実績

　前中間会計期間（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。

　当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

該当事項はありません。

　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。

(3）販売実績

区分
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

有料老人ホーム事業
販売高（千円）

1,348,794 1,336,621 2,655,470

 うち介護保険報酬 270,163 328,147 578,848

　（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、いずれの相手先についても、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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