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１．平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 2,009 △1.9 267 △42.1 240 △36.0 142 △32.0

19年３月期第３四半期 2,047 － 461 － 375 － 209 －

19年３月期 2,655 － 316 － 249 － 127 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 18,430 83 － －

19年３月期第３四半期 39,576 41 － －

19年３月期 22,142 61 － －

（注）平成19年３月期第３四半期より四半期の業績の開示を行っているため、平成19年３月期第３四半期の対前年同四

半期増減率については、記載しておりません。

(2）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３月期第３四半期 11,916 1,264 10.6 163,323 54
19年３月期第３四半期 12,463 851 6.8 136,513 82

19年３月期 12,268 1,139 9.3 147,178 14

(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

20年３月期第３四半期 △14 △225 21 613
19年３月期第３四半期 1,848 △1,617 301 933

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

平成19年３月期 　　　－　　－ 　　　－　　－ 　　　－　　－   1,250 　 00   1,250 　 00

平成20年３月期 　　　－　　－ 　　　－　　－ 　　　－　　－  ―
 

平成20年３月期（予想）  ―  ―  ― 　1,250 　 00

（注）平成19年３月期期末配当金には、上場記念配当250円00銭が含まれております。

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）　【参考】

 （％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

（注）第３四半期における業績は通期予想を上回っておりますが、第４四半期の経費の増加が見込まれるため、平成19年

５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　有

　［（注）詳細は、17ページ「四半期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。

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、札幌証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財務諸表】３．

業績予想に関する定性的情報をご覧ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

  当第３四半期（平成19年４月～平成19年12月）における売上高は2,009百万円となりました。

　主な内訳は、新規入居58件（内訳：真駒内公園31件、琴似15件等）他による入居金売上が845百万円、介護保険売上

496百万円、管理売上372百万円等であります。平成18年7月に開設した光ハイツ・ヴェラス真駒内公園は開設1年半で入

居率74％と順調に推移している他、琴似施設は空室発生の都度、待機ご登録者による新規入居の流れが続き、入居率が

常時ほぼ100％となりました。その他の施設でも石山施設3件、月寒公園施設5件、藤野施設4件の空室販売実績を達成し

ております。売上原価の経費および販売管理費につきましては、全社を上げて経費削減に努めました。

　以上の結果、第３四半期における売上高は2,009百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益267百万円（同42.1％減）、

経常利益240百万円（同36.0％減）、四半期純利益は142百万円（同32.0％減）となりました。なお、当第３四半期の業

績が前年同期比を下回ったのは、前期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当該施設の新規居室

販売が前期（平成19年３月期）に集中したことによるものです。

２．財政状態に関する定性的情報

・当第３四半期の資産、負債、純資産の状況

　当第３四半期における財政状態は、総資産が前年同四半期末に比べ546百万円減少の11,916百万円（前年同期比

4.4％減）となりました。

　流動資産は、前年同四半期末に比べ415百万円減少の902百万円（同31.5％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、前年同四半

期末に比べ131百万円減少の11,013百万円（同1.2％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、前年同四半期末に比べ958百万円減少の10,652百万円（同8.3％減）となりました。

　流動負債は、前年同四半期末に比べ217百万円増加の2,918百万円（同8.1％増）となりました。その主な要因は短期

借入金の増加によるものであります。また、固定負債は、前年同四半期末に比べ1,176百万円減少の7,733百万円（同

13.2％減）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。

　また、純資産は1,264百万円となり、自己資本比率は10.6％と前年同四半期末より3.8ポイント改善いたしました。

・当第３四半期のキャッシュ・フローの状況

当第３四半期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613百

万円（前年同四半期比34.2％減）となりました。

当第３四半期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）

　当第３四半期において、営業活動によるキャッシュ・フローは14百万円（同100.8％減）の資金支出となりました。

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のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期において、投資活動によるキャッシュ・フローは225百万円（同86.1％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）

　当第３四半期において、財務活動によるキャッシュ・フローは21百万円（同93.0％減）の資金収入となりました。

その主な要因は短期借入れによる収入によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　第３四半期における業績は通期予想を上回っておりますが、第４四半期に内部統制に関連する追加費用及び原油価格

高騰等における経費の増加が見込まれるため、平成19年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

科目

 
前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末
（平成19年３月期

末）

注記

番号

金額
（千円）

構成比

（％）
金額

（千円）

構成比

（％）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額
（千円）

構成比

（％）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１　現金及び預金  985,850  613,566  △372,283 △37.8 888,998  

２　営業未収入金  275,648  193,932  △81,716 △29.7 174,585  

３　棚卸資産  3,180  2,972  △207 △6.5 1,454  

４　前払費用  2,044  5,818  3,774 184.7 21,568  

５　繰延税金資産  16,756  9,557  △7,199 △43.0 22,403  

６　短期貸付金  －  74,000  74,000 － －  

７　その他 ※４ 34,848  3,020  △31,827 △91.3 32,220  

流動資産合計  1,318,328 10.6 902,868 7.6 △415,459 △31.5 1,141,232 9.3

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産          

(1) 建物
 ※１
 ※２ 

7,957,483  7,723,793  △233,689 △2.9 7,929,834  

(2) 構築物 ※１ 204,606  207,068  2,462 1.2 200,932  

(3) 器具及び備品 ※１ 222,772  192,989  △29,783 △13.4 218,226  

(4) 土地 ※２ 2,450,070  2,450,070  － － 2,450,070  

(5) その他 ※１ 4,361  1,071  △3,290 △75.4 4,195  

有形固定資産合計  10,839,293 87.0 10,574,993 88.7 △264,300 △2.4 10,803,259 88.1

２　無形固定資産          

(1) ソフトウェア  50,930  34,422  △16,507 △32.4 46,803  

(2) その他  7,125  6,725  △400 △5.6 7,125  

無形固定資産合計  58,056 0.4 41,148 0.4 △16,907 △29.1 53,929 0.4

３　投資その他の資産          

(1) 投資有価証券  －  124,100  124,100 － 45,900  

(2) 関係会社株式  －  2,475  2,475 － 3,817  

(3) 出資金  30,304  30,304  － － 30,304  

(4) 長期貸付金  －  32,000  32,000 － －  

(5) 長期前払費用  131,614  89,806  △41,807 △31.8 119,133  

(6) 繰延税金資産  54,111  81,677  27,566 50.9 69,738  

(7) 長期性預金  －  36,500  36,500 － －  

(8) その他  31,640  896  △30,743 △97.2 961  

投資その他の資産合計  247,670 2.0 397,760 3.3 150,089 60.6 269,854 2.2

固定資産合計  11,145,021 89.4 11,013,901 92.4 △131,119 △1.2 11,127,043 90.7

資産合計  12,463,349 100.0 11,916,770 100.0 △546,578 △4.4 12,268,275 100.0
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科目

 
前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末
（平成19年３月期

末）

注記

番号

金額
（千円）

構成比

（％）
金額

（千円）

構成比

（％）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額
（千円）

構成比

（％）

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　買掛金  14,392  13,521  △871 △6.1 12,343  

２　短期借入金 ※２ 290,250  719,000  428,750 147.7 292,000  

３　１年以内返済予定の長

期借入金
※２ 1,039,214  915,976  △123,238 △11.9 719,314  

４　未払金  169,765  120,824  △48,940 △28.8 241,348  

５　未払費用  27,214  36,433  9,218 33.9 35,641  

６　未払法人税等  135,419  32,617  △102,802 △75.9 107,973  

７　前受金  71,858  39,942  △31,916 △44.4 98,881  

８　入居金預り金  842,974  892,046  49,071 5.8 857,769  

９　介護料預り金  72,770  77,360  4,589 6.3 72,818  

10　前受収益  1,353  2,364  1,010 74.6 1,369  

11　賞与引当金  15,520  17,110  1,589 10.2 30,247  

12　その他  ※４ 20,341  51,562  31,221 153.5 20,514  

流動負債合計  2,701,075 21.7 2,918,759 24.5 217,683 8.1 2,490,222 20.3

Ⅱ　固定負債          

１　長期借入金 ※２ 1,322,676  744,346  △578,330 △43.7 1,334,342  

２　長期入居金預り金  6,762,888  6,150,182  △612,705 △9.1 6,469,138  

３　長期介護料預り金  674,085  630,054  △44,031 △6.5 650,073  

４　退職給付引当金  27,397  35,474  8,076 29.5 29,232  

５　修繕引当金  92,039  136,330  44,290 48.1 123,631  

６　役員退職慰労引当金  13,346  23,450  10,103 75.7 15,468  

７　その他  17,993  14,049  △3,943 △21.9 17,007  

固定負債合計  8,910,427 71.5 7,733,886 64.9 △1,176,540 △13.2 8,638,894 70.4

負債合計  11,611,503 93.2 10,652,646 89.4 △958,856 △8.3 11,129,116 90.7
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科目

 
前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末
（平成19年３月期

末）

注記

番号

金額
（千円）

構成比

（％）
金額

（千円）

構成比

（％）
金額

（千円）
増減率
（％）

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 62.1 486,300 4.0

２　資本剰余金          

資本準備金  180,000  366,300  186,300 103.5 366,300  

資本剰余金合計  180,000 1.4 366,300 3.1 186,300 103.5 366,300 3.0

３　利益剰余金          

(1) 利益準備金  1,920  2,887  967 50.4 1,920  

(2) その他利益剰余金          

別途積立金  154,000  274,000  120,000 77.9 154,000  

繰越利益剰余金  215,926  145,754  △70,171 △32.5 133,742  

利益剰余金合計  371,846 3.0 422,642 3.5 50,796 13.7 289,662 2.3

株主資本合計  851,846 6.8 1,275,242 10.7 423,396 49.7 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
 －  △11,118  △11,118 － △3,104  

評価・換算差額等合計  － － △11,118 △0.1 △11,118 － △3,104 △0.0

純資産合計  851,846 6.8 1,264,124 10.6 412,277 48.4 1,139,158 9.3

負債、純資産合計  12,463,349 100.0 11,916,770 100.0 △546,578 △4.4 12,268,275 100.0

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

科目

 
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日 

 至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 

（自　平成19年４月１日  

 至　平成19年12月31日）

増減
（参考）前事業年度

（自　平成18年４月１日 

 至　平成19年３月31日）

注記

番号
金額（千円）

 百分比
（％）

金額（千円）
 百分比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  2,047,893 100.0 2,009,429 100.0 △38,464 △1.9 2,655,470 100.0

Ⅱ　売上原価  1,366,257 66.7 1,469,293 73.1 103,036 7.5 1,953,082 73.5

売上総利益  681,636 33.3 540,136 26.9 △141,500 △20.8 702,388 26.5

Ⅲ　販売費及び一
般管理費

 219,999 10.8 272,748 13.6 52,749 24.0 386,201 14.6

営業利益  461,636 22.5 267,387 13.3 △194,249 △42.1 316,187 11.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 25,192 1.2 54,667 2.7 29,475 117.0 40,300 1.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 111,406 5.4 81,800 4.0 △29,605 △26.6 106,952 4.0

経常利益  375,422 18.3 240,254 12.0 △135,168 △36.0 249,534 9.4

Ⅵ　特別利益 ※３ 1,913 0.1 － － △1,913 － 10,165 0.4

Ⅶ　特別損失 ※４ 17,251 0.8 1,092 0.1 △16,158 △93.7 32,132 1.2

税引前四半期
（当期）純利益

 360,084 17.6 239,161 11.9 △120,923 △33.6 227,567 8.6

法人税、住民税
及び事業税

 157,777 7.7 95,599 4.8 △62,177 △39.4 128,717 4.9

法人税等調整額  △7,328 △0.3 907 0.0 8,236 － △28,602 △1.1

四半期（当期）
純利益

 209,636 10.2 142,654 7.1 △66,981 △32.0 127,452 4.8

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

前第３四半期会計期間（平成18年４月１日～平成18年12月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

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

 純資産合計

別途積立
金

繰越利益
剰余金

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

第３四半期中の変動額         

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

別途積立金の積立    110,000 △110,000 － － －

剰余金の配当   240  △2,640 △2,400 △2,400 △2,400

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

第３四半期中の変動額合計 180,000 180,000 240 110,000 96,996 207,236 567,236 567,236

平成18年12月31日　残高 300,000 180,000 1,920 154,000 215,926 371,846 851,846 851,846

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

　　当第３四半期会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

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 486,300 366,300 1,920 154,000 133,742 289,662 1,142,262

第３四半期中の変動額        

別途積立金の積立    120,000 △120,000 － －

剰余金の配当   967  △10,642 △9,675 △9,675

四半期純利益     142,654 142,654 142,654

株主資本以外の項目の第３四半期中
の変動額（純額） 

       

第３四半期中の変動額合計 － － 967 120 12,012 132,979 132,979

平成19年12月31日　残高 486,300 366,300 2,887 274,000 145,754 422,642 1,275,242

 

 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

第３四半期中の変動額   

別途積立金の積立  －

剰余金の配当  △9,675

四半期純利益  142,654

株主資本以外の項目の第３四半期中
の変動額（純額） 

△8,014 △8,014

第３四半期中の変動額合計 △8,014 124,965

平成19年12月31日　残高 △11,118 1,264,124

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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 　前事業年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

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 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    110,000 △110,000 － －

剰余金の配当   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 366,300 366,300 240 110,000 14,812 125,052 857,652

平成19年３月31日　残高 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 － 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  －

剰余金の配当  △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 △3,104 854,548

平成19年３月31日　残高 △3,104 1,139,158

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税引前四半期（当期）純利益 360,084 239,161 227,567

２　減価償却費 238,591 261,308 324,409

３　長期前払費用償却等 △55,220 29,704 23,035

４　賞与引当金の増減額（△は減少） △9,587 △13,136 5,139

５　修繕引当金の増加額 9,161 12,699 40,753

６　役員退職慰労引当金の増減額
　　（△は減少）

△1,364 7,981 757

７　退職給付引当金の増加額 2,691 6,241 4,527

８　受取利息及び配当金 △345 △1,741 △572

９　支払利息 57,201 47,386 73,512

10　有形固定資産売却益 △17 － △17

11　有形固定資産除却損 17,251 1,092 17,272

12　過年度損益修正益 － － △8,251

13　売上債権の増減額（△は増加） △94,796 △19,346 6,266

14　たな卸資産の増減額（△は増加） △1,623 △1,517 101

15　仕入債務の増減額（△は減少） 2,513 1,177 465

16　入居金預り金・介護料預り金の増減額
（△は減少）

1,612,948 △300,157 1,310,030

17　未払金の増減額（△は減少） 77,321 △87,777 120,052

18　未払消費税等の増減額（△は減小） △22,107 25,103 △22,107

19　前受金の増減額（△は減少） △213,817 △58,939 △186,794

20　その他 △17,524 50,725 △20,913

小計 1,961,360 199,964 1,915,232

21　利息及び配当金の受取額 899 1,741 572

22　利息の支払額 △55,204 △48,924 △71,328

23　法人税等の支払額 △58,604 △167,437 △56,764

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,848,450 △14,656 1,787,712
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前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　定期預金の預入による支出  △10,809 △10,109 △14,409

２　定期預金の払戻しによる収入  － 30,019 －

３　有形固定資産の取得による支出  △1,663,080 △53,344 △1,709,688

４　有形固定資産の売却による収入  86,750 － 86,750

５　無形固定資産の取得による支出  △480 △1,200 △980

６　貸付による支出  － △106,000 －

７　出資金の払込による支出  △200,000 － △200,000

８　出資金の譲渡による収入  170,000 － 170,000

９　投資有価証券の取得による支出  － △84,872 △52,821

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,617,619 △225,506 △1,721,149

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　短期借入れによる収入  45,000 620,000 108,000

２　短期借入金の返済による支出  △103,750 △193,000 △165,000

３　長期借入れによる収入  629,000 150,000 869,000

４　長期借入金の返済による支出  △626,814 △543,334 △1,175,048

５　株式の発行による収入  360,000 － 732,600

６　配当金の支払額  △2,400 △9,566 △2,400

７　割賦債務の支払いによる支出  － △2,957 △2,300

財務活動によるキャッシュ・フロー  301,036 21,141 364,851

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  531,867 △219,022 431,415

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  401,173 832,589 401,173

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 933,040 613,566 832,589

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
 前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

　当四半期会計期間末日の

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
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項目
 前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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、当四半期会計期間

末に在籍している従業員に

対する支給見込額のうち当

四半期会計期間に属する金

額を計上しております。

(1）賞与引当金

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、当四半期会計期間末に

おいて発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。

(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、当四半期会計期間

に負担すべき金額を費用計

上しております。

(3）修繕引当金

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

規に基づく四半期会計期間

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。

㈱光ハイツ・ヴェラス(2137)　平成 20 年３月期第３四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 13 －



項目
 前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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時

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時

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時

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　５～15％

一般棟（※１）

返還対象期間　

　７年～15年

介護専用棟（※２）

返還対象期間　

　３年～５年

※１　一般棟とは、入居

時に介護を必要と

しない入居者の居

住棟

※２　介護専用棟とは、

日常的に介護を必

要とする入居者の

居住棟

入居時償却率　５～15％

一般棟（※１）

返還対象期間　

　７年～15年

介護専用棟（※２）

返還対象期間　

　３年～７年

※１　一般棟とは、入居

時に介護を必要と

しない入居者の居

住棟

※２　介護専用棟とは、

日常的に介護を必

要とする入居者の

居住棟

入居時償却率　５～15％

一般棟（※１）

返還対象期間　

　７年～15年

介護専用棟（※２）

返還対象期間　

　３年～５年

※１　一般棟とは、入居

時に介護を必要と

しない入居者の居

住棟

※２　介護専用棟とは、

日常的に介護を必

要とする入居者の

居住棟

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

に準じた会計処理を行って

おります。

同左 同左
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項目
 前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

８　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

　繰延ヘッジによっており

ます。 

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対

象

（ヘッジ手段）　

　　金利スワップ　　

 　（ヘッジ対象）

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

　金利スワップの特例処理

の要件を満たしているので

四半期会計期間末日におけ

る有効性の評価を省略して

おります。

(4）ヘッジ有効性評価の方

法

　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

９　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
 前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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、

当四半期会計期間において

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

より償却を行っております。

(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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成19年４月１日 
至　平成19年12月31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）

　当四半期会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は851,846千円であります。 

－ 　（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1,139,158千円は純資産の部の合

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、税引前四

半期純利益への影響は軽微でありま

す。

  （追加情報）

　当四半期会計期間より、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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(5) 注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31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

2,484,790千円

※２　担保資産

　このうち施設開発資金借入金（長期

借入金1,322,676千円、一年以内返済

予定の長期借入金1,039,214千円、短

期借入金290,250千円）の担保として

供しているものは、次のとおりであり

ます。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,794,031千円

※２　担保資産

　このうち施設開発資金借入金（長期

借入金744,346千円、一年以内返済予

定の長期借入金915,976千円、短期借

入金599,000千円）の担保として供し

ているものは、次のとおりであります。

※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1,334,342千円、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、次のとおりでありま

す。

建物 6,444,454千円 

土地 2,449,757千円 

計 8,894,211千円 

建物 7,723,793千円 

土地 2,449,757千円 

計  10,173,550千円 

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。

　当四半期会計期間末における当座貸

越契約及び貸出コミットメントに係る

借入金未実行残高等は次のとおりであ

ります。

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。

当座貸越極度額及び貸出コミットメ

ントの総額

当座貸越極度額及び貸出コミットメ

ントの総額

 1,700,000千円

貸出実行残高 1,700,000千円

差引額 －円

 1,700,000千円

貸出実行残高 1,700,000千円

差引額 －円

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動資産のその他に含めて

表示しております。

※４　消費税等の取扱い

　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　　　　　　－　
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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成19年４月１日 
至　平成19年12月31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　

受取利息 333千円

受取配当金 12千円

受取手数料 2,961千円

賃貸収入 9,816千円

※１　営業外収益の主要項目　

受取利息 1,369千円

受取配当金 372千円

受取手数料 3,479千円

賃貸収入 12,426千円

※１　営業外収益の主要項目　

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

支払利息 57,201千円

支払手数料 8,000千円

長期前払費用償却等 46,200千円

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 47,386千円

支払手数料 1,500千円

長期前払費用償却等 29,704千円

 ※２　営業外費用の主要項目

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

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

※３　　　　　　－ ※３　特別利益の内容

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

固定資産除却損（建

物・車両運搬具・器具

及び備品）

17,251千円

 ※４　特別損失の内容

固定資産除却損

（器具及び備品）
1,092千円

 ※４　特別損失の内容

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 228,009千円

無形固定資産 10,581千円

有形固定資産 248,928千円

無形固定資産 12,380千円

有形固定資産 309,700千円

無形固定資産 14,708千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（平成18年４月１日～平成18年12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 3,840 － 6,240

合計 2,400 3,840 － 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

当第３四半期会計期間（平成19年４月１日～平成19年12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）

当第３四半期会計
期間増加株式数
（株）

当第３四半期会計
期間減少株式数
（株）

当第３四半期会計
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）

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 
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前事業年度（平成18年４月１日～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

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成19年４月１日 
至　平成19年12月31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四半期末残

高と四半期貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

※　現金及び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 985,850千円 

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△52,809千円 

現金及び現金同等物 933,040千円 

現金及び預金 613,566千円 

預入期間３ヶ月超の

定期預金
－ 

現金及び現金同等物 613,566千円 

現金及び預金 888,998千円

預入期間３ヶ月超の

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）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成19年４月１日 
至　平成19年12月31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四半期

会計期間末残高相当額

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四半期

会計期間末残高相当額

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）

期末残高

相当額

（千円）

機械及び装

置
79,372 33,191 46,181

工具器具及

び備品
303,462 82,114 221,348

合計 382,835 115,305 267,529

 

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 44,438 34,933

工具器具及

び備品
328,904 140,332 188,571

合計 408,277 184,771 223,505

 

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　未経過リース料四半期会計期間

末残高相当額

②　未経過リース料四半期会計期間

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 70,062千円

１年超 205,392 〃

合計 275,454千円

１年以内 68,033千円

１年超 163,648 〃

合計 231,681千円

１年以内 68,942千円

１年超 197,501 〃

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 45,822千円

減価償却費相当額 40,618 〃

支払利息相当額 6,345 〃

支払リース料 58,991千円

減価償却費相当額 52,685 〃

支払利息相当額 7,948 〃

支払リース料 64,472千円

減価償却費相当額 57,915 〃

支払利息相当額 9,325 〃

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　　　　　　同左 ④　　　　　　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　　        同左 ⑤　　　　　　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  未経過リース料 未経過リース料

１年以内 8,056千円

１年超 24,311 〃

合計 32,367 〃

１年以内 10,524千円

１年超 20,295 〃

合計 30,820 〃

１年以内 10,117千円

１年超 24,773 〃

合計 34,890 〃
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（有価証券関係）

前第３四半期会計期間（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

　前第３四半期会計期間において、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。

当第３四半期会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

    １．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 57,693 46,575 △11,118

合計  57,693  46,575 △11,118

    ２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券

　　非上場株式 80,000

前事業年度（平成18年４月１日～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）
四半期貸借対照表計上額

（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）

前第３四半期会計期間（平成18年４月１日～平成18年12月31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。

当第３四半期会計期間（平成19年４月１日～平成19年12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 500,000 595  595

合計 500,000 595 595

　（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（平成18年４月１日～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）

前第３四半期会計期間（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

　前第３四半期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。

当第３四半期会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

当第３四半期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（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

該当事項はありません。

（持分法損益等）

前第３四半期会計期間（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

　前第３四半期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。

当第３四半期会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

　当第３四半期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（平成18年４月１日～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）

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成19年４月１日 
至　平成19年12月31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 136,513円82銭 163,323円54銭 147,178円14銭

１株当たり四半期（当期）

純利益金額

39,576円41銭
18,430円83銭 22,142円61銭

　なお、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益につ

いては、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりま

せん。

　なお、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益につ

いては、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりま

せん。

　なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりませ

ん。

　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。

　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

 
前第３四半期会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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） 851,846 1,264,124 1,139,158

純資産の部から控除する金額（千円） － － －

普通株式に係る四半期末（期末）の純資

産額（千円）
851,846 1,264,124 1,139,158

１株当たり純資産額の算定に用いられた

四半期末（期末）の普通株式の数（株）
6,240 7,740 7,740

　　　　２　１株当たり四半期（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12月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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株当たり四半期（当期）純利益金額    

四半期（当期）純利益（千円） 209,636 142,654 127,452

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（千円）
209,636 142,654 127,452

期中平均株式数（株） 5,297 7,740 5,756

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成19年４月１日 
至　平成19年12月31日） 

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　（新株式の発行）

　当社株式は、証券会員制法人札幌証

券取引所の承認を経て平成19年２月６

日に札幌証券取引所に上場しておりま

す。上場に当たり、平成19年１月９日

及び平成19年１月17日開催の取締役会

において、新株式の発行を決議しまし

た

(1)発行株式数　　 普通株式　1,500株

(2)発行価額　 １株につき金212,500円

(3)発行価額の総額　　   318,750千円

(4)引受価額　 １株につき金248,400円

(5)引受価額の総額　　 　372,600千円

(6)発行価格　 １株につき金270,000円

(7)資本組入額 １株につき金124,200円

(8)資本組入額の総額　　 186,300千円

(9)払込期日　　　　平成19年２月５日

(10)募集方法　ブックビルディング方

　　　　　　　式による一般募集

(11)増資資金の使途　運転資金

　なお、平成19年２月５日に残額払込み

が完了しております。　

－ －
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(6）事業部門別売上高

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

よる記載は行っておりません。

１　生産実績

　前第３四半期会計期間（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

　　　　該当事項はありません。

　当第３四半期会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

 　　　 該当事項はありません。

　前事業年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

 　　　 該当事項はありません。

２　受注実績

　前第３四半期会計期間（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

　　　　該当事項はありません。

　当第３四半期会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

 　　　 該当事項はありません。

　前事業年度（平成18年４月１日～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
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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）

2,047,893 2,009,429 2,655,470

 うち介護保険売上 425,708 496,943 578,848

　（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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