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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 14,222 23.2 633 ― 603 ― 285 ―

18年９月中間期 11,548 26.9 △18 ― △70 ― △116 ―

19年３月期 24,242 27.0 419 ― 344 ― 59 ―

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 44 66 － －

18年９月中間期 △18 17 － －

19年３月期 9 30 9 28

（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 10,774 2,192 20.3 342 16

18年９月中間期 9,037 1,786 19.8 279 60

19年３月期 10,003 1,962 19.6 307 07

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,192百万円 18年９月中間期 1,786百万円 19年３月期 1,962百万円

(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
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 422 △368 △47 983

18年９月中間期 49 △277 251 717

19年３月期 615 △744 413 977

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 － － － 10 00 10 00

20年３月期 － － － －

20年３月期（予想） － － － 10 00 10 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 30,834 27.2 1,020 143.0 963 179.5 412 594.2 64 35
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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　　　　　　　　有

（注）詳細は、17ページ以降の「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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 6,408,000株 18年９月中間期 6,390,500株 19年３月期 6,390,500株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 158株 18年９月中間期 80株 19年３月期 80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、30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

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．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

　当中間会計期間におけるわが国経済は、生産の一部に弱さがみられたものの、企業収益の改善や需要の増加を背景

とした設備投資の増加、雇用情勢の着実な改善および個人消費の持ち直しなどにより、引き続き緩やかな回復基調で

推移しました。

　介護業界におきましては、介護事業者による不正請求が社会問題化し、介護保険制度や介護事業者のあり方が問わ

れています。将来的に介護サービスの必要性はますます高まると予測される事から、介護サービスの拡充が必要であ

ると共に、介護事業者は法令を順守し継続的に健全な運営を確保できる仕組み作りを求められております。

　このような状況のもと、よりいっそう法令順守を徹底するため、当社は５年前に立ち上げた内部監査室のスタッフ

を９名に増員し内部監査体制を強化しました。また、当社は介護保険サービス以外の事業を拡大し収益体質を強化す

るため、在宅介護事業に加えて有料老人ホーム事業、人材派遣事業の３事業を柱に引続き成長戦略を進めております

が、この戦略を推進するには継続的な新規設備投資が必要であり、その財源を確保する安定した収益基盤の確立が不

可欠であります。従って、「成長と収益のバランス」を重視した経営を推進しております。

　このような方針に基づき、在宅介護事業につきましては、これまでに積極的に設備投資してきましたデイサービス

を中心に集客のための営業力を強化し、事業所の利用者の確保を重点的に進め、事業所の稼働率を引上げて収益改善

を図りました。有料老人ホーム事業につきましては、４月に大阪府大東市に、９月に静岡県御殿場市と岡山県倉敷市

に開設しました。人材派遣事業につきましては、千葉県柏市、静岡県浜松市、福岡県北九州市など15ヵ所の営業拠点

を開設しました。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374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14,222百万円（前年同期比23.2%増）、営業利益は633百万円（前年

同期比652百万円増）、経常利益は603百万円（前年同期比673百万円増）、中間純利益は285百万円（前年同期比401百

万円増）となりました。　

　事業部門別に見てみますと、在宅介護事業の売上高は11,741百万円（前年同期比14.7%増）、有料老人ホーム事業の

売上高は938百万円（前年同期比59.9%増）、人材派遣事業の売上高は1,529百万円（前年同期比118.2％増）、その他

の事業の売上高は13百万円（前年同期比39.6%減）となりました。

（通期の見通し）

　通期の事業所新設計画について、29ヵ所を増設し今期末事業所数は386ヵ所を計画しております。事業部門別には、

有料老人ホーム事業が７ヵ所、人材派遣事業が24ヵ所それぞれ新設、在宅介護事業については、デイサービスが１ヵ

所新設とヘルパーステーション３ヵ所の移転統合（事業所の減少）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24,033百万円（前年同期比14.1%増）、有料老人ホーム事業で2,400

百万円（前年同期比76.8%増）、人材派遣事業で4,362百万円（前年同期比146.8%増）、その他の事業で37百万円（前

年同期比16.7%減）、合計で30,834百万円（前年同期比27.2%増）を予想しております。

　損益につきましては、営業利益で1,020百万円（前年同期比143.0%増）、経常利益で963百万円（前年同期比179.5%

増）、当期純利益で412百万円（前年同期比594.2%増）を予想しております。

　なお、この業績予想は、平成19年８月13日に発表いたしました「平成20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」の通りであります。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

　当中間会計期間末における流動資産の残高は、5,291百万円（前事業年度末は4,786百万円）となり、504百万円増加

いたしました。これは主に売掛金の増加（2,768百万円から3,046百万円へ277百万円増）、現金及び預金の増加（1,018

百万円から1,054百万円へ35百万円増）、並びに繰延税金資産の増加（137百万円から173百万円へ36百万円増）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、5,483百万円（前事業年度末は5,216百万円）となり、267百万円増加

いたしました。これは主に長期貸付金（建設協力金）の増加（2,560百万円から2,768百万円へ208百万円増）等による

ものであります。

（流動負債）

　当中間会計期間末における流動負債の残高は、4,498百万円（前事業年度末は4,471百万円）となり、27百万円増加

いたしました。これは主に一年以内返済予定長期借入金の増加（1,186百万円から1,267百万円へ81百万円増）、未払

金の増加（1,312百万円から1,491百万円へ179百万円増）等の結果であります。
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 （固定負債）

　当中間会計期間末における固定負債の残高は、4,083百万円（前事業年度末は3,569百万円）となり、513百万円増加

いたしました。これは主に社債の発行（1,000百万円から1,400百万円へ400百万円増）等が要因であります。

（純資産）

　当中間会計期間末における純資産の残高は、2,192百万円（前事業年度末は1,962百万円）となり、230百万円増加い

たしました。主な要因は、中間純利益285百万円と配当金の支払63百万円の結果によるものであります。

   

②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、983百万円となり、前事業年度末に比

べ6百万円増加しました。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、422百万円（前年同期は49百万円の資金増）となりました。これは主に、税引前中

間純利益603百万円、未払金の増加166百万円等に対し、売掛債権の増加277百万円、法人税等の支払240百万円等の結

果であります。

（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368百万円（前年同期は277百万円の支出）となりました。これは主に、貸付（建設

協力金）による支出376百万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）

　財務活動の結果使用した資金は47百万円(前年同期は251百万円の資金増）となりました。これは主に、長期借入金

の借入による収入700百万円、社債の発行による収入493百万円等に対し、短期借入金純増減額の減少600百万円、長期

借入金の返済による支出586百万円等の結果であります。

 

（参考）キャッシュ・フロー指標のトレンド

 第38期 第39期 第40期 

  平成18年３月期  平成19年３月期 平成20年３月期 

  中間  期末 中間 期末  中間

自己資本比率（％） 29.6 23.6 19.8 19.6 20.3

 時価ベースの自己資本

比率（％）
88.4 66.8 38.9 28.6 35.4

 債務償還年数（年） ― ― 47.5 7.9 5.8

 インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
― ― 1.5 7.2 8.3

 ・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）利益配分に関する基本方針および当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と考え、利益配分につきまして、将来の事業展開と経営体質の強

化のために必要な内部留保を考慮しつつ、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。

　当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行う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、人材派遣支店等の拠点拡大のために有効な投資をしてまいりたいと考えて

おります。

　なお、平成16年度より、株主重視の観点から、１株当たりの配当金につき10円としており、当事業年度につきまし

ても、同額の配当金とする予定であります。
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(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行われ平成18年４

月に改正がなされました。また３年毎に介護報酬改定が行われることになっております。法令の変更によっては、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

とにあります。特に、従業員の退職等により一時的に介護保険の人員基準を満たせなくなる場合や、介護給付費の請

求方法が複雑なため保険給付額と利用者負担額等の請求ミスが発生してしまう場合に過誤請求となってしまい、返還

しなければならなくなることがあります。これにより、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19年９月末の当社の従業員は、常勤従業員（社員、嘱託従業員）1,694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）6,988名（最近1年間について１人1日8時間換算した場合3,629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等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

　介護保険制度は、平成12年４月の開始以来、在宅サービスを中心にサービス利用者が急速に増加するなど、老後の

安心を支える仕組みとして定着してきました。また、今後を展望すると「団塊の世代」が高齢期を迎え、介護サービ

スの利用者は増加基調が続くと予想されます。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新規参入してお

ります。従って、今後の競争激化に伴い、当社の業績が影響を受ける可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

(1）事業内容の概要

　当社は、介護保険の適用を受ける在宅介護事業および有料老人ホーム事業と人材派遣事業を行っております。介

護保険法に規定されている介護サービスとして、在宅介護事業では、訪問介護、訪問入浴介護、居宅介護支援、通

所介護を中心とした介護サービスを提供しております。有料老人ホーム事業では、有料老人ホームの運営を行って

おります。また、介護保険法以外のサービスとして、介護の個人契約サービス、自治体の支援費制度に基づくサー

ビス、自治体との契約に基づく委託サービス、緊急通報システムおよびその他の事業としてのヘルパー養成講座の

運営を行っております。

(2）在宅介護事業について

　当社は、在宅介護事業として、訪問介護、訪問入浴、通所介護など介護保険法に規定する介護サービスを提供し

ております。

　さらに、介護保険の申請代行からケアプランの作成など、介護保険制度を利用して介護サービスを受けるために

必要な一連のサービスも提供しております。

　訪問介護は、訪問介護員２級以上の資格を持ったホームヘルパーが訪問して、身体介護サービスや生活援助サー

ビス等の介護サービスを行っております。介護保険制度の浸透とともに、ニーズは急増してきました。当社におい

てもその提供量は改正介護保険法施行前は相当に増加しておりました。また、当社は、一部地域で夜間ケアなど24

時間365日に対応するサービス実施体制が整っております。

　訪問入浴介護は、自力で入浴できない要介護者の自宅に、当社の看護師・ヘルパー・オペレーターの３名が入浴

専用車で訪問し、移動式のバスタブを設置して洗髪や入浴のサービスを行うものであります。入浴の事前事後には

看護師による健康チェックを行うなど、安全管理や健康管理には万全を期しております。また、寒冷地においても

サービスを実施しております。さらに、感染症や特定疾病を含むあらゆるケースに対応するサービスを行っており

ます。

　居宅介護支援は、当社の介護支援専門員（ケアマネージャー）が訪問して、相談しながら、ニーズに合わせたケ

アプラン（居宅サービス計画）を作成しております。当社では、ケアマネージャーのスキルアップと組織的対応の

強化を図るために、各拠点に一つずつ併設してきた居宅介護支援事業所を集約する方法と社内でケアマネージャー

を養成する方法を試みました。傾向としましては、社内の教育や研修、勉強会を通して自社のケアマネージャーを

養成していく動きとなっており、ケアマネージャーの不足を解消することを意図しております。これによって、１

事業所当たり３、４人ほどのケアマネージャーを配置するようになりましたので、周辺の在宅サービス事業所の情

報、制度変更や通知といった情報もお互いに共有して様々な問題に対して迅速な対応が可能となりました。

　通所介護は、要介護者を自宅まで送迎し、デイサービスセンターにおいて入浴および食事のお世話や日常機能訓

練などを行っております。当社では、通所介護施設と訪問介護施設（ヘルパーステーション）併設に重点を置いた

事業所を展開しており、同一施設で複合サービス（通所介護と訪問介護）を提供する事により、介護状態に応じて

利用者が受けられるサービスの選択肢を増やしております。

　短期入所生活介護（ショートステイ）は、家族の介護の軽減を図るために、施設などに介護の必要な要介護者な

どを一時的に入所させてお預かりする制度であります。当社では、全国３ヵ所にショートステイを運営しておりま

す。

　グループホームは、要介護状態の認知症高齢者が、９人を１ユニットとして、食事、入浴、排せつ等の生活全般

のサポートを受けながら、家庭的な環境の中でスタッフと共同生活をする高齢者介護施設であります。当社では全

国に27ヵ所のグループホームを運営しております。

　福祉用具販売、福祉用具貸与は、介護用品の販売およびレンタルを行っております。福祉用具貸与は介護保険の

対象となっており、利用者は１割の費用負担でサービスを受けることができます。

　また、一部地域で緊急通報システムを行っており、夜間や緊急時に連絡を頂くと、状況によっては、ヘルパーが

自宅まで出動し、対応する態勢をとっております。

(3）有料老人ホーム事業について

　当社は、有料老人ホーム事業として、介護付有料老人ホーム12ヵ所の運営を行っております。これまでの在宅介

護の経験に裏づけされた介護される方の居住空間に対するニーズを反映させた設計の施設となっております。

(4）人材派遣事業について

　当社は、労働者派遣法に基づく人材派遣を行っております。さらに、職業安定法に基づく職業紹介を行っており

ます。
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　当社の人材派遣事業は、その活動エリアを全国に拡大しております。福祉業界での慢性的な人材不足による需要

拡大を見込み、平成16年９月に東京支店を開設いたしました。また、同年10月には横浜の中心地の横浜駅周辺に横

浜支社を開設いたしました。その他、政令指定都市、県庁所在地および大都市を中心として、札幌・仙台・新潟・

大阪・名古屋・広島・福岡等全国32ヵ所に出店しております。引き続き特別養護老人ホーム、介護老人保健施設を

中心とした福祉施設および民間の有料老人ホームやデイサービスセンターに人材派遣・職業紹介を行い、事業の拡

充を図って参ります。

(5）その他の事業について

　その他、ヘルパー１級および２級養成講座等を行っております。

［事業系統図］

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

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） 

グループホーム 

福祉用具販売・貸与 

在宅介護事業 

当社 

有料老人ホーム事業 人材派遣事業 その他の事業 

有料老人ホーム 人材派遣 

職業紹介 
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３．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、全国47都道府県で総合福祉サービスを積極的に展開してまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、当面、マーケット・シェア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、引き続き２桁台の成

長率を目指しております。また、安定した収益基盤を確立するため、収益成長の確保を目指しております。

(3）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、引き続き「成長戦

略」を推進してまいります。しかしながら、この戦略を推進するには継続的な新規設備投資と安定した収益基盤の確

立が不可欠でありますので、「成長と収益のバランス」を重視した経営を推進しております。

　当社のように介護保険制度の下で事業展開をしていますと、定期的に見直しが行われる介護保険制度や報酬改定の

リスクをいかに軽減するかが重要課題であります。このために、今後の成長が期待され、既存事業との相乗効果が見

込まれる複数の柱が事業構成として必要です。

　こうした観点から、在宅介護事業に加えて、有料老人ホーム事業、人材派遣事業の３事業を柱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制度の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。

(4）会社の対処すべき課題

①　介護保険制度の改正に対処すべき課題

　平成18年４月に介護保険制度が改正されて１年半が経過しました。改正の柱であった「介護予防」サービスについ

ては、当社の主力である訪問介護サービスやこれまでに積極的に設備投資してきましたデイサービスにおいて介護予

防サービスの利用者が着実に増加しております。しかし、デイサービス施設において、利用者の増加に伴い小規模事

業所から通常事業所へ規模が切り替わり、介護報酬の改定の影響を受ける事業所が出てきております。

　当社は、こうした制度改正ならびに介護報酬の改定に的確に対処し、工夫を加えた事業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、有料老人ホーム市場の競争激化などによ

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の強化に取

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、事業所の稼働率を引上げてまいります。また、全社的なコストの見直しを行い、ムダを排除しコスト削減に取組

んでまいります。なお、内部監査につきましては、職員の増強を行い、全事業所を対象に年１回以上の実地監査に取

組んでおります。

③　拠点展開における課題

　定期的に見直しが行われる介護保険制度や介護報酬改定の影響を軽減し、安定した収益基盤を確立するため、有料

老人ホーム事業と人材派遣事業を拡大し、現在主力の在宅介護事業と合わせた３事業を展開しております。

　有料老人ホーム事業については、療養病床群の再編、特別養護老人ホームの入所待機者が引続き多いこと、また高

齢者数の急速な増加に伴い、世帯主が高齢者夫婦のみ世帯やひとり暮らし世帯も急速に増加する見通しであり、この

方々を介護するには施設介護が必要であることから、有料老人ホームの需要も増加すると考えております。

　しかしながら、有料老人ホーム市場は、介護事業各社および異業種からの参入が活発であり、競争が厳しくなって

おります。また、自治体による総量規制が厳しくなっておりますので、介護保険事業計画等の情報収集および詳細な

調査に努めると共に、綿密なマーケティングリサーチを行い、需要が見込まれ許認可が得られる地域に拠点展開して

まいります。

　人材派遣事業は高齢者市場が拡大するに伴い、福祉・介護業界も拡大を続けており、景気回復で人材不足が顕著に

なっております。このため有料老人ホームや自治体、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームから人材派遣の引

き合いが強く、需要の一層の増加が見込まれます。拠点展開については、需要が見込まれる県庁所在地など主要都市

を中心に出店してまいります。

④　人材の確保および育成における課題

　厚生労働省は、団塊世代の高齢化に伴う介護ニーズを賄うには、介護職員について現状の約100万人から今後10年間

に約40万人から約60万人の増員が必要であるとの見通しを示しました。
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　少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少に伴い、労働力人口も減少が見込まれる一方、景気が回復し雇用情勢

が全般に上向く中で、介護サービス業界においては、介護職員の労働環境が厳しく、賃金水準も低いこともあって離

職率は高く人材不足が深刻になってきております。

　このような状況のもと、当社は、従業員や知人からの紹介による介護職員確保の度合いが高い実績を踏まえ、この

紹介方法の制度化や離職率の高いヘルパー職の方々の職場復帰を積極的に働きかけ、人材確保に努めております。

　また、従業員が働きやすい職場環境を整えるため、事業所管理者の労務管理スキル向上や従業員の専門職研修に取

組んでおります。

　加えて、経営幹部が全国の事業所を定期的に巡回し、営業活動や運営改善指導を行い、人材育成に積極的に取り組

んでおります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

①　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、管財・購買、業務支援部およびお客様相談室を配

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８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会へ報

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。

②　内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　前事業年度は、本社各部署および事業所202ヵ所を対象に内部監査室による内部監査を実施しました。
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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 ※２  753,159   1,054,277  301,118  1,018,661  

２．売掛金   2,481,611   3,046,871  565,260  2,768,989  

３．貯蔵品   35,923   24,805  △11,118  24,959  

４．繰延税金資産   138,505   173,804  35,298  137,139  

５．未収入金   373,435   425,240  51,805  418,679  

６．その他   462,380   581,715  119,334  427,175  

貸倒引当金   △17,000   △15,500  1,500  △9,000  

流動資産合計   4,228,014 46.8  5,291,214 49.1 1,063,199  4,786,606 47.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２  578,764   517,163  △61,600  542,153  

(2）土地 ※２  148,704   148,704  ―  148,704  

(3）その他   49,586   57,271  7,685  47,593  

有形固定資産
合計

  777,055   723,140  △53,915  738,450  

２．無形固定資産   36,781   46,590  9,809  38,234  

３．投資その他の
資産

           

(1）長期貸付金   2,240,648   2,768,153  527,505  2,560,090  

(2）繰延税金資
産

  40,214   54,455  14,240  43,918  

(3) 長期前払費
用

  ―   548,289  548,289  521,015  

(4）敷金保証金 ※２  1,274,359   1,337,967  63,607  1,306,236  

(5）その他   440,850   5,151  △435,698  8,688  

投資その他の
資産合計

  3,996,073   4,714,016  717,943  4,439,948  

固定資産合計   4,809,910 53.2  5,483,747 50.9 673,837  5,216,633 52.1

資産合計   9,037,924 100.0  10,774,961 100.0 1,737,036  10,003,239 100.0
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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   11,430   11,003  △426  10,781  

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

３．一年以内返済
予定長期借入
金

※２
※４

 963,970   1,267,655  303,685  1,186,574  

４．一年以内償還
予定社債

  400,000   100,000  △300,000  ―  

５．未払金 ※３  1,102,099   1,491,711  389,611  1,312,427  

６．未払法人税等   103,285   405,349  302,064  277,592  

７．賞与引当金   239,918   271,679  31,760  214,565  

８．その他 ※２  334,833   551,320  216,487  469,164  

流動負債合計   3,355,537 37.1  4,498,720 41.8 1,143,182  4,471,106 44.7

Ⅱ　固定負債            

１．社債   1,000,000   1,400,000  400,000  1,000,000  

２．長期借入金
※２
※４

 2,150,410   1,725,255  △425,155  1,691,285  

３．退職給付引当
金

  95,775   130,552  34,777  106,090  

４．長期前受金 ※２  615,131   781,080  165,949  728,907  

５．その他   34,293   46,833  12,540  43,567  

固定負債合計   3,895,609 43.1  4,083,721 37.9 188,112  3,569,849 35.7

負債合計   7,251,146 80.2  8,582,442 79.7 1,331,295  8,040,955 80.4

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   810,250 9.0  814,625 7.6 4,375  810,250 8.1

２．資本剰余金            

(１)資本準備金  829,450   833,825   4,375 829,450   

資本剰余金合計   829,450 9.2  833,825 7.7 4,375  829,450 8.3

３．利益剰余金            

(１)利益準備金  1,993   1,993   ― 1,993   

(２)その他利益
剰余金

           

固定資産
圧縮積立金

 6,351   5,062   △1,288 5,449   

繰越利益剰余
金

 138,805   537,126   398,320 315,213   

利益剰余金合計   147,149 1.6  544,181 5.0 397,031  322,655 3.2

４．自己株式   △72 △0.0  △112 △0.0 △40  △72 △0.0

株主資本合計   1,786,777 19.8  2,192,519 20.3 405,741  1,962,283 19.6

純資産合計   1,786,777 19.8  2,192,519 20.3 405,741  1,962,283 19.6

負債純資産合計   9,037,924 100.0  10,774,961 100.0 1,737,036  10,003,239 100.0
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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   11,548,857 100.0  14,222,681 100.0 2,673,823  24,242,029 100.0

Ⅱ　売上原価   10,588,855 91.7  12,382,833 87.1 1,793,978  21,823,989 90.0

売上総利益   960,001 8.3  1,839,847 12.9 879,845  2,418,040 10.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  978,747 8.5  1,206,464 8.4 227,716  1,998,299 8.3

営業利益又は
営業損失(△)

  △18,746 △0.2  633,382 4.5 652,128  419,740 1.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  25,293 0.2  33,990 0.2 8,697  54,662 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  76,810 0.6  63,737 0.5 △13,072  129,565 0.5

経常利益又は
経常損失(△)

  △70,263 △0.6  603,635 4.2 673,898  344,838 1.4

Ⅵ　特別利益   ― ―  ― ― ―  ― ―

Ⅶ　特別損失
※３
※５

 12,955 0.1  603 0.0 △12,351  14,284 0.0

税引前中間
（当期）純利
益又は中間純
損失(△)

  △83,218 △0.7  603,031 4.2 686,250  330,553 1.4

法人税、住民
税及び事業税

 68,888   364,803    309,492   

法人税等調整
額

 △36,001 32,887 0.3 △47,201 317,601 2.2 284,714 △38,338 271,154 1.2

中間（当期）
純利益又は中
間純損失(△)

  △116,105 △1.0  285,430 2.0 401,536  59,399 0.2
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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 

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

 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。

　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 

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19年３月31日　残高

 （千円)
810,250 829,450 829,450 1,993 5,449 315,213 322,655 △72 1,962,283 1,962,283

中間会計期間中の変動額

 　新株の発行 4,375 4,375 4,375      8,750 8,750

　 固定資産圧縮積立金の取崩     △386 386 ―  ― ―

 　剰余金の配当      △63,904 △63,904  △63,904 △63,904

 　中間純利益      285,430 285,430  285,430 285,430

 　自己株式の取得        △40 △40 △40

 中間会計期間中の変動額合計　

（千円）
4,375 4,375 4,375  △386 221,913 221,526 △40 230,235 230,235

 平成19年９月30日　残高

（千円）
814,625 833,825 833,825 1,993 5,062 537,126 544,181 △112 2,192,519 2,192,519
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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 

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

事業年度中の変動額

 　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．
    △1,953 1,953 ―  ― ―

 　剰余金の配当

　 （注）２．
     △63,874 △63,874  △63,874 △63,874

 　当期純利益      59,399 59,399  59,399 59,399

 事業年度中の変動額合計

 (千円）
750 750 750 ― △1,953 △2,521 △4,474 ― △2,974 △2,974

 平成19年３月31日　残高

（千円）
810,250 829,450 829,450 1,993 5,449 315,213 322,655 △72 1,962,283 1,962,283

 （注）１．固定資産圧縮積立金の取崩額は租税特別措置法に基づくものであり、その内訳は平成18年６月の定時株主総会

決議に基づく利益処分による取崩額1,051千円および当事業年度の決算手続きによる取崩額901千円であります。

 ２．剰余金の配当は平成18年６月の定時株主総会決議に基づく利益処分項目63,874千円であります。
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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）
純利益又は税引前中
間純損失（△）

 △83,218 603,031 686,250 330,553

減価償却費  43,785 39,518 △4,267 87,518

減損損失  10,562 ― △10,562 10,562

貸倒引当金の増減額  2,000 6,500 4,500 △6,000

賞与引当金の増加額  51,151 57,113 5,961 25,799

退職給付引当金の増
加額

 14,206 24,462 10,256 24,521

受取利息及び受取配
当金

 △17,907 △22,139 △4,231 △37,561

支払利息  35,253 46,957 11,704 77,780

社債利息  ― 5,252 5,252 10,388

社債発行費  15,079 6,341 △8,737 15,079

シンジケートローン
手数料

 14,000 2,032 △11,967 15,944

有形固定資産除却損  2,392 603 △1,789 3,106

無形固定資産除却損  ― ― ― 615

売上債権の増加額  △295,160 △277,881 17,279 △582,539

未収入金の増加額  △81,953 △6,519 75,434 △127,201

たな卸資産の増減額  △904 154 1,058 10,059

その他の流動資産の
増加額

 △99,727 △95,405 4,322 △50,160

仕入債務の増減額  △3,164 222 3,386 △3,812

未払金の増加額  109,626 166,351 56,724 300,511

その他の流動負債の
増加額

 111,426 80,041 △31,385 268,170

長期前受金の増加額  246,009 52,173 △193,836 359,785

長期預り保証金の増
加額

 11,125 3,266 △7,859 20,399

小計  84,582 692,077 607,495 753,521

利息及び配当金の受
取額

 17,903 22,098 4,194 37,559

利息の支払額  △32,084 △51,106 △19,021 △85,229

法人税等の支払額  △55,672 △240,507 △184,835 △124,911

法人税等の還付額  34,860 ― △34,860 34,888

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 49,588 422,561 372,972 615,829
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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

     

定期預金の担保差入
れによる支出

 ― △29,300 △29,300 △5,700

有形固定資産の取得
による支出

 △11,799 △6,924 4,875 △19,730

無形固定資産の取得
による支出

 ― △8,552 △8,552 △4,330

敷金及び保証金の差
入による支出

 △31,143 △44,885 △13,742 △73,565

敷金及び保証金の返
還による収入

 6,355 5,807 △547 8,709

貸付による支出  △327,309 △376,573 △49,264 △829,938

貸付金の回収による
収入

 74,730 84,802 10,072 152,956

その他  12,058 7,346 △4,711 26,640

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △277,109 △368,279 △91,170 △744,957

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  △1,200,000 △600,000 600,000 △400,000

長期借入金の借入に
よる収入

 926,000 700,000 △226,000 1,114,055

長期借入金の返済に
よる支出

 △397,385 △586,982 △189,597 △823,905

社債の発行による収
入

 984,920 493,658 △491,262 984,920

社債の償還による支
出

 ― ― ― △400,000

株式の発行による収
入

 1,500 8,750 7,250 1,500

配当金の支払額  △63,265 △63,351 △85 △63,391

自己株式の取得によ
る支出

 ― △40 △40 ―

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 251,769 △47,966 △299,735 413,179

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

 24,248 6,315 △17,932 284,051

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 693,510 977,561 284,051 693,510

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※1 717,759 983,877 266,118 977,561
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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．資産の評価基準および評

価方法

　 たな卸資産

 貯蔵品　　最終仕入原価法によっ

ております。

 たな卸資産

 　　　　　　同左

 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

 

 

 

 

 

 

（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政

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方法に

変更しております。

　なお、この変更による損益への

影響は軽微であります。

 

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均

等償却する方法によっておりま

す。

　なお、この変更による損益への

影響は軽微であります。

 

(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）

 (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。

　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。

 

 　　　

 ──────

（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1,962,283千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。
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表示方法の変更

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）

 

 

　──────

 

 

 

  

 

 

 

  

　　　　   ――――――

 

 

 

  

  

 

 

 　　　　　 ――――――

 

（中間貸借対照表）

「長期前払費用」は、前中間会計期間

末まで、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、

当中間会計期間末において資産の総額

の100分の５を超えたため区分掲記し

ました。

　なお、前中間会計期間末の「長期前

払費用」の金額は428,625千円であり

ます。

 （中間キャッシュ・フロー計算書）

「無形固定資産の取得による支出」は、

前中間会計期間まで、投資活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示しておりましたが、金額的重

要性が増したため、区分掲記しており

ます。

　なお、前中間会計期間の「無形固定

資産の取得による支出」の金額は、　

△883千円であります。

 

 　　　　　　――――――

 

 

 ――――――

 

 

 

 

 

  

 　　　　　――――――

 

 

 

 

 

  

 （キャッシュ・フロー計算書）

 １．営業活動によるキャッシュ・フロー

の「社債利息」は前事業年度まで「そ

の他流動負債の増加額」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性

が増したため、区分掲記しておりま

す。

　それに伴い、営業活動によるキャッ

シュ・フローの小計欄以下において

「利息の支払額」に含めて表示して

おります。

　なお、前事業年度の「その他流動

負債の増加額」に含まれる「社債利

息」は3,300千円であります。 

 ２．「長期借入金の借入による収入」

につきましては、前事業年度まで借

入額の総額を財務活動によるキャッ

シュ・フローに表示し、「シンジケー

トローン手数料」は営業活動による

キャッシュ・フローに含めておりま

したが、当事業年度より借入額の総

額から「シンジケートローン手数料」

を控除した純額を財務活動による

キャッシュ・フローとして表示して

おります。

　なお、前事業年度における「シン

ジケートローン手数料」は12,000千

円であります。
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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

 449,780千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

525,682千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

489,283千円

※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。

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   70,400千円

建物     84,367千円

土地    148,704千円

敷金保証金     10,059千円

合計    313,531千円

現金及び預金 41,100千円

建物 86,399千円

土地 148,704千円

敷金保証金 10,059千円

合計 286,264千円

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    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

一年以内返済予定

長期借入金
   390,680千円

長期借入金   504,319千円

短期前受金 26,520千円

長期前受金 72,940千円

合計    994,460千円

短期借入金 200,000千円

一年以内返済予定

長期借入金
350,000千円

長期借入金 519,999千円

短期前受金 20,160千円

長期前受金 56,340千円

合計 1,146,500千円

※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　　　　　──────

※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

　借入金のうち1,085,000千円には、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、純資産合計を平成17年３月期（資

本合計）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

 借入金のうち1,330,000千円には、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。
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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   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   22,138千円

雇用奨励金 5,425千円

保険金収入 3,173千円

受取利息  37,561千円

雇用奨励金 7,563千円

保険金収入 3,327千円

※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   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 46,957千円

社債発行費 6,341千円

社債利息 5,252千円

シンジケートローン　

手数料 

2,032千円

支払利息  77,780千円

シンジケートローン　

手数料
15,944千円

社債発行費 15,079千円

社債利息 10,388千円

障害者雇用納付金 4,950千円

※３  特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失のうち主要なもの ※３  特別損失のうち主要なもの

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 603千円 減損損失   10,562千円

固定資産除却損    3,722千円

４  減価償却実施額 ４ 減価償却実施額 ４  減価償却実施額

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  37,733千円

無形固定資産   1,784千円

有形固定資産  84,978千円

無形固定資産 2,539千円

※５　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。

 

 

※５　減損損失

　             ──────

 

※５　減損損失

　当事業年度において、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、帳簿価額の全額を減額し、

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。

（回収可能価額の算定の方法）

　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。
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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　（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  －

 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28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29日
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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　（注）１. 6,390,500 17,500 ― 6,408,000

合計  6,390,500 17,500 ― 6,408,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注）２. 80 78 ― 158

合計 80 78 ― 158

 　（注）１.普通株式の発行済株式総数の増加17,500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．普通株式の自己株式の増加78株は、単元未満株式の買取り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 92,500  ― 92,500 ―  ―

 合計 普通株式 92,500  ― 92,500 ―  ―

　（注）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17,500株、退職に伴う権利喪失に

よるもの2,500株、権利行使期間満了による消滅72,500株であります。

 

 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19年６月28日

定時株主総会
普通株式 63,904 10  平成19年３月31日  平成19年６月29日
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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（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数の増加3,000株は、新株予約権の権利行使に伴う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） 
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 平成14年新株予約権　　

（注）１.２.
普通株式 103,500 ― 11,000 92,500 ―

合計 － 103,500 ― 11,000 92,500 ―

（注）１．平成14年新株予約権の当事業年度減少は、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8,000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29日

(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28日

定時株主総会
普通株式 63,904 利益剰余金 10 平成19年３月31日 平成19年6月29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  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 753,159千円

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 1,054,277千円

担保に供している預金   △70,400千円

現金及び現金同等物 983,877千円

現金及び預金勘定 1,018,661千円

担保に供している預金 △41,100千円

現金及び現金同等物 977,561千円
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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 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)

中間期末
残高相当
額
(千円)

車両運搬具 788,250 506,131 282,118

工具器具備

品
1,566,838 787,106 779,732

ソフトウェ

ア
316,297 79,998 236,298

合計 2,671,386 1,373,236 1,298,149

 
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 854,646 509,373 345,273

工具器具備

品
1,477,597 652,392 825,205

ソフトウェ

ア
423,243 203,921 219,321

合計 2,755,486 1,365,686 1,389,800

(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 497,018千円

１年超      942,766千円

合計      1,439,785千円

１年内   511,950千円

１年超        929,620千円

合計   1,441,570千円

１年内 500,927千円

１年超 948,234千円

合計 1,449,162千円

(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 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 293,915千円

減価償却費相当額 277,256千円

支払利息相当額 15,370千円

支払リース料 525,978千円

減価償却費相当額 477,354千円

支払利息相当額 29,154千円

(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 106,836千円

１年超  230,025千円

合計 336,861千円

１年内 107,996千円

１年超 183,803千円

合計 291,799千円

１年内 86,848千円

１年超 155,061千円

合計 241,909千円
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

              該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成19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19年３月31日現在）

 　　 　　　　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末（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。

当中間会計期間末（平成19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19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。

（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）

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）

当事業年度において存在したストック・オプションの内容

平成14年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社の取締役　 ２名　

当社の従業員　243名

株式の種類別のストック・オプション数（注） 普通株式187,000株

付与日 平成14年９月６日

権利確定条件
付与日（平成14年９月６日）以降、権利確定日（平成16年

９月30日）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間
自　平成14年９月６日

至　平成16年９月30日

権利行使期間
自　平成16年10月１日

至　平成19年９月28日 

権利行使価格（円） 500

付与日における公正な評価単価（円）                                             ―

（注）株式数に換算して記載しております。

（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）

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。
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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  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株当たり中間純
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 342円16銭

１株当たり中間純利益 44円66銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純
利益については、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在していないた
め記載しておりません。

１株当たり純資産額 307円07銭

１株当たり当期純利益 9円30銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

9円28銭

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

（当期）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    

損益計算書上の中間（当期）純利益

又は中間純損失（△）（千円）
△116,105 285,430 59,399

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

又は中間純損失（△）（千円）
△116,105 285,430 59,399

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,388 6,390 6,389

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） ― ― 13

（うち新株予約権方式によるストックオ

プション制度）
(―) (―) (13)

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

新株予約権１種類

（新株予約権の数950

個） 

　　     （注）― ─

 　（注）新株予約権は当中間会計期間末までに、権利行使期間が終了しております。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．その他
（１）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18年４月１日

至　平成18年９月30日）

構成比

（％）

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）

構成比

（％）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

構成比

（％）

在宅介護事業

通所介護（デイサービス） 4,420,525 38.3 5,510,208 38.7 9,357,216 38.6

訪問介護 3,136,805 27.2 3,199,675 22.5 6,228,295 25.7

訪問入浴介護 1,273,945 11.0 1,296,139 9.1 2,530,410 10.4

グループホーム 661,671 5.7 1,013,256 7.1 1,503,246 6.2

居宅介護支援（ケアプラン作成） 534,749 4.6 497,817 3.5 1,037,518 4.3

小規模多機能 ― ― 21,698 0.2 1,432 0.0

その他 211,381 1.8 203,011 1.4 412,933 1.7

小計 10,239,079 88.7 11,741,807 82.6 21,071,054 86.9

有料老人ホーム事業 586,873 5.1 938,473 6.6 1,358,026 5.6

人材派遣事業 700,876 6.1 1,529,103 10.8 1,767,742 7.3

その他の事業 22,028 0.2 13,296 0.1 45,207 0.2

合計 11,548,857 100.0 14,222,681 100.0 24,242,029 100.0

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 ２．前中間会計期間は、有料老人ホーム事業売上586,873千円と在宅介護事業の中のグループホーム売上661,671千

円を合わせ居住系介護事業1,248,545千円として表示しておりましたが、事業部門別の実績をより明確にする

ため、当中間会計期間より上記の通り変更しております。

 ３．在宅介護事業のその他には、ショートステイ売上、福祉用具貸与・販売売上、緊急通報システム売上が含まれ

ております。

 ４．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。

 ５．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）

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 2,286,514 19.8 2,452,967 17.2

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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