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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 2,687 1.2 278 △11.8 225 △9.8 120 △5.6

19年３月期 2,655 37.0 316 64.2 249 143.4 127 115.0

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 15,551 29 － － 10.1 1.8 10.4

19年３月期 22,142 61 － － 17.9 2.2 11.9

 （注）平成19年３月期の１株当たり当期純利益は、期中平均株式数5,756株により算出しております。

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 12,264 1,244 10.1 160,781 85

19年３月期 12,268 1,139 9.3 147,178 14

 （注）平成19年３月期の１株当たり純資産は、期末発行済株式数7,740株により算出しております。

（参考）自己資本 20年３月期 1,244百万円 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
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 93 △307 320 938

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 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（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 百万円 ％ ％

19年３月期 － － － － － － 1,250 00 1,250 00 9 7.6 0.9

20年３月期 － － － － － － 1,250 00 1,250 00 9 8.0 0.8

21年３月期（予想） － － － － － － 1,250 00 1,250 00 － 9.7 －

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

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期間 1,396 2.0 116 △43.7 84 △54.6 46 △58.2 5,978 29

通期 2,791 3.8 238 △14.3 180 △20.0 100 △16.7 12,919 90

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

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「会計処理方法の変更」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） 20年３月期 7,740株 19年３月期 7,740株

②　期末自己株式数 20年３月期 0株 19年３月期 0株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、34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）

　本資料に掲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)経営成績に関

する分析」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

  当事業年度における我が国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加等により持続的な景気拡大基調が続いていた

ものの、米国におけるサブプライム問題に端を発する世界的な金融市場の混乱や米国経済の減速懸念に加え、原油・

素材価格の高騰等により景気の先行きに不透明感が強くなりました。マンションディベロッパーや不動産投資ファン

ドなども、これら金融市場の混乱の煽りを受けた形で活発な投資活動に陰りが見えて来た時期でした。

　当社の事業領域である高齢者介護事業業界においては、多様化する介護サービスへの対応が求められて来たと共に、

業界最大手事業者による不祥事事件と事業解体という、全国の利用者である被保険者や業界全体を巻き込み業界勢力

地図の再編成をもたらす未曾有の出来事をきっかけに、あらためて企業コンプライアンスの徹底が事業者の最重要課

題という認識を強くした年でした。

　また、第３期介護保険事業支援計画二年度にあたり、当社が事業を展開する札幌市や北海道全域においても、特定

施設認定に関わる総量規制の中で、いわゆる指定枠を確保した事業者による特定施設の介護付有料老人ホームや高齢

者専用賃貸住宅の新規開設が続いたのに加え、介護療養型病床削減及び規制緩和を背景に医療法人による退院者の受

け皿としての高齢者施設の開設も見られるように、事業者間競争が本格化する兆しが見えてきた年となりました。

　高齢者の生活の安寧を支えるはずの年金制度の不備が全国的に大問題となり、平成20年４月開始の後期高齢者医療

制度についての疑問や不満が表面化した結果、高齢者の老後の生活資金への不安感が高まり、有料老人ホームにおけ

る高額な入居一時金や月額費用に対する消費者の反応を意識し、新規開設のホームについては、入居一時金をゼロま

たは低額に抑える施設が増加しました。

　このような状況のもと、当社は、当事業年度内においては施設の新規開設はありませんでしたが、札幌市内で展開

する５施設の空室販売を強化し、営業部門であります入居相談室の人員体制を増強したほか全社を挙げて営業活動を

展開した結果、光ハイツ・ヴェラス真駒内公園の新規入居36室を確保し、入居率を年度当初の70％から82％まで引き

上げました。また、光ハイツ・ヴェラス石山、月寒公園、藤野、琴似の４施設については、琴似に続き月寒公園が再

び満室となったほか石山、藤野につきましても２施設合わせ15室の新規入居実績を得て、５施設全体の平均入居率は

90％台を維持してまいりました。特に琴似では空室待ちのお客様が90組おられ、施設開設約５年を経て尚高い人気を

誇っております。

　また、当社はコンプライアンスを経営方針の一つとして位置づけ、全役職員の行動規範づくりを強化し、コンプラ

イアンス関連諸規程を整える中、体制整備を進めました。また、金融商品取引法（いわゆる日本版SOX法）への対応と

して、内部統制とIT統制整備計画を策定し、具体的に推進しました。

　以上の結果、当事業年度における売上高は、2,687百万円（前年同期比1.2％増）となり、営業利益278百万円（同

11.8%減）、経常利益225百万円（同9.8％減）、当期純利益120百万円（同5.6％減）となりました。

（次期の見通し）

　当社は、札幌市内及び市外主要都市において、医療、介護ニーズに応える医療機関・介護機能併設型でリーズナブ

ルな価格帯の高齢者専用賃貸住宅または有料老人ホームを１年に１棟から２棟程度開設するべく事業開発を行ってま

いりましたが、次期事業年度において、札幌近郊都市にホームを開設する計画を進めております。更にもう一棟の運

営開始を目指し準備を進めております。これらの新事業開始のため、人員配置、開業諸経費等の初期投資が生じ、収

益的には一時的にマイナスとなる見込みでありますが、高齢者の方々のニーズに応えるべく施設開設を順次進め将来

の当初の収益源として育てる所存であります。また、ＩＴ統制を進めていく中で、費用の増加が見込まれます。　

　以上により、次事業年度の通期業績予想は、売上高2,791百万円、営業利益238百万円、経常利益180百万円、当期純

利益100百万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

  当事業年度末の資産につきましては、総資産が前事業年度末に比べ３百万円減少の12,264百万円（前年同期比

0.0％減）となりました。

　流動資産は、前事業年度末に比べ146百万円増加の1,287百万円（同12.9％増）となりました。その主な要因は短

期貸付金及び現金・預金の増加によるものであります。また、固定資産は、前事業年度末に比べ150百万円減少の

10,976百万円（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ものであります。　　

　負債につきましては、前事業年度末に比べ109百万円減少の11,019百万円（同1.0％減）となりました。

　流動負債は、前事業年度末に比べ327百万円増加の2,817百万円（同13.2％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す。また、固定負債は、前事業年度末に比べ436百万円減少の8,202百万円（同5.1％

減）となりました。その主な要因は長期入居金預り金及び長期借入金の減少によるものであります。

　純資産につきましては、前事業年度末の資本の残高と比べ105百万円増加の1,244百万円（同9.2％増）となりま

した。その主な要因は別途積立金の増加によるものであります。
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　  ②　キャッシュ・フローの状況

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は938百万円（前年同期比12.7％増）とな

りました。

　当事業年度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）

　当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは93百万円（同94.8％減）の資金収入となりました。

その主な要因は入居金・介護料等の減少がありましたが、税引前利益及び減価償却費によるものです。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは307百万円（同82.1％減）の資金支出となりました。

その主な要因は貸付け及び投資有価証券の取得による支出によるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは320百万円（同12.3％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があったことによるものであります。　　

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率（％） 9.3 10.1

時価ベースの自己資本比率（％） 13.9 11.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 131.2 2,865.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 25.1 1.3

 　　　　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

　　　　 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

　　　　 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います。

　　　　  (注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。利払いにつきましては、キャッ

　　　　　　　　 シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

　　　　　(注３）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い

　　　　　　　　 ます。　　　 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  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保留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、内部保留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

てて行く方針であります。

　当期の１株当たり配当金は1,250円を予定しております。また、次期の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が、本株式に

関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があります。

なお、文中における将来に係る事項は、当事業年度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および介護等一時金は、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。当事業年度末現在、入居時償却率は15％、一般

　棟の返還対象期間は７年～15年、介護専用棟の返還対象期間は３年～７年となっております。

㈱光ハイツ・ヴェラス（2137）　平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 4 －



　　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、介護料預り金、

　長期入居金預り金、長期介護料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」による会計処理によるものであります。

　　当社の当事業年度末における総資産に占める上記に示した４項目の合計比率は63.3％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況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、当社の財政状況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。

　　また、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

　　当社は施設の入居者に対して提供する介護サービスは、介護保険法上の特定施設入居者生活介護（注）に該当す

  るため、介護保険報酬及び配置基準、ならびに人員基準等の見直しが、当社の業績に影響を及ぼすことがありま

　す。介護保険法は５年に一度全面的に見直しがされ、３年に一度介護保険報酬が改訂されることになっておりま

　す。当社の事業である有料老人ホーム事業は、介護保険法の提供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、今後の見直し等により、現在実施する事業の採算性等に影響

　を受ける可能性があります。（当事業年度：売上高に占める介護保険報酬売上高比率は24.7％）

　　介護保険法及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

　　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
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　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きました。

　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。当社では、これらの個人情報の取扱いに

　際し、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、個人情報が漏洩することのないよ

　う留意しております。不測の事態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、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

　　当社では、過去に役職員が退任又は退職し、有料老人ホーム事業を行っているケースがありますが、介護専用型

　の老人ホームでありますので、介護の必要のない入居者も顧客となる当社の老人ホーム事業とは現時点では直接競

　合するものではないと考えております。しかしながら、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、当事業

　年度末現在、当社の発行済株式総数の30.1％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。

　　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（デイサービス、ショートステイ、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
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　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、当事業年度末現在、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全くなく、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、当事業年度末現在、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。

　　現在当社は同社との資本的関係以外の直接的な取引は全くなく、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　減損会計について

　　当社は、減損会計を適用しておりますが、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。

 

⑦　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、平成19年３月期19.1％、平成20年３月期21.8％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、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。 

 

⑧　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和解金の支払い

　等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。

 

⑨　優秀な人材の確保及び育成について

　　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、

　介護保険法の人員配置基準違反を招き、当社が提供する介護サービスの質的低下を生じさせ、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　30.1

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。 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針　(2)目標とする経営指標　(3)中長期的な会社の経営戦略　(4)会社の対処すべき課題

  平成20年３月期中間決算短信（平成19年11月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。

　当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　　　（当社ホームページ）

http://www.varus.co.jp/ir/library.html

　　　（札幌証券取引所ホームページ（単独上場会社検索ページ））

http://www.sse.or.jp/tandoku/kessan.html
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   888,998   938,349   

２　営業未収入金   174,585   209,343   

３　商品   384   448   

４　貯蔵品   1,070   1,326   

５　前払費用   21,568   5,094   

６　繰延税金資産   22,403   20,692   

８　短期貸付金   －   106,000   

９　その他   32,220   6,676   

流動資産合計   1,141,232 9.3  1,287,931 10.5 146,698

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物 ※１ 10,166,445   10,154,598    

減価償却累計額  2,236,610 7,929,834  2,510,327 7,644,270   

(2）構築物  260,197   276,869    

減価償却累計額  59,264 200,932  73,831 203,038   

(3）車両運搬具  10,097   10,097    

減価償却累計額  8,711 1,385  9,087 1,009   

(4）工具器具及び備品  471,456   461,705    

減価償却累計額  253,230 218,226  277,406 184,299   

(5）土地 ※１  2,450,070   2,450,070   

(6）建設仮勘定   2,810   2,782   

有形固定資産合計   10,803,259 88.1  10,485,471 85.5 △317,788

２　無形固定資産         

(1）ソフトウェア   46,803   31,599   

(2）電話加入権   3,525   3,525   

(3）施設利用権   3,600   3,200   

無形固定資産合計   53,929 0.4  38,325 0.3 △15,603
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   45,900   127,100   

(2）関係会社株式   3,817   2,090   

(3) 出資金   30,304   30,304   

(4) 長期貸付金   －   70,000   

(5）長期前払費用   119,133   79,880   

(6）繰延税金資産   69,738   98,833   

(7) 長期性預金   －   43,300   

(8）その他   961   1,108   

投資その他の資産合計   269,854 2.2  452,615 3.7 182,761

固定資産合計   11,127,043 90.7  10,976,413 89.5 △150,630

資産合計   12,268,275 100.0  12,264,344 100.0 △3,931
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   12,343   5,797   

２　短期借入金 ※１  292,000   1,075,670   

３　一年以内返済予定の長
期借入金

※１  719,314   373,728   

４　一年以内償還予定の社
債

  －   51,000   

５　未払金   241,348   153,010   

６　未払費用   35,641   22,124   

７　未払法人税等   107,973   52,453   

８　未払消費税等   －   33,663   

９　前受金   98,881   30,200   

10　預り金   16,242   6,245   

11　入居金預り金   857,769   894,073   

12　介護料預り金   72,818   78,457   

13　前受収益   1,369   4,780   

14　賞与引当金   30,247   32,582   

15　設備未払金   4,271   3,943   

流動負債合計   2,490,222 20.3  2,817,729 23.0 327,506

Ⅱ　固定負債         

１　社債   －   99,000   

２　長期借入金 ※１  1,334,342   1,080,218   

３　長期入居金預り金   6,469,138   6,152,130   

４　長期介護料預り金   650,073   640,404   

５　退職給付引当金   29,232   36,674   

６　修繕引当金   123,631   154,379   

７　役員退職慰労引当金   15,468   26,293   

８　長期設備未払金   13,144   9,201   

９　その他   3,862   3,862   

固定負債合計   8,638,894 70.4  8,202,163 66.9 △436,731

負債合計   11,129,116 90.7  11,019,892 89.9 △109,224
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   486,300 4.0  486,300 4.0 0

２　資本剰余金         

　  資本準備金  366,300   366,300    

資本剰余金合計   366,300 3.0  366,300 3.0 0

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  1,920   2,887    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  154,000   274,000    

繰越利益剰余金  133,742   123,467    

利益剰余金合計   289,662 2.3  400,354 3.2 110,691

株主資本合計   1,142,262 9.3  1,252,954 10.2 110,691

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価差
額金 

  △3,104 △0.0  △8,503 △0.1 △5,399

評価・換算差額等合計   △3,104 △0.0  △8,503 △0.1 △5,399

純資産合計   1,139,158 9.3  1,244,451 10.1 105,292

負債純資産合計   12,268,275 100.0  12,264,344 100.0 △3,931
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(2）損益計算書

  
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   2,655,470 100.0  2,687,796 100.0 32,325

Ⅱ　売上原価   1,953,082 73.5  2,018,683 75.1 65,601

売上総利益   702,388 26.5  669,113 24.9 △33,275

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　役員報酬  36,056   41,911    

２　給料手当  87,427   96,248    

３　賞与手当  8,709   8,617    

４　賞与引当金繰入額  3,254   3,211    

５　退職給付費用  3,277   4,275    

６　役員退職慰労引当金繰
入額

 8,048   10,824    

７　法定福利費  17,499   19,464    

８　広告宣伝費  49,974   23,915    

９　租税公課  52,115   51,559    

10　保険料  1,923   19,510    

11　業務委託費  49,432   42,384    

12　減価償却費  1,876   1,119    

13　その他  66,606 386,201 14.6 67,200 390,242 14.5 4,041

営業利益   316,187 11.9  278,870 10.4 △37,316
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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）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  560   2,732    

２　受取配当金  12   372    

３　受取手数料  4,169   13,311    

４　賃貸収入  13,901   16,505    

５　コンサルティング収入  －   18,000    

６　その他  21,657 40,300 1.5 20,511 71,432 2.7 31,132

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  73,512   63,954    

２　支払手数料  9,064   16,816    

３　長期前払費用償却等  23,035   39,605    

４　その他  1,340 106,952 4.0 4,777 125,154 4.7 18,201

経常利益   249,534 9.4  225,149 8.4 △24,385

Ⅵ　特別利益         

  １  過年度損益修正益 ※１ 8,251   2,000    

２　固定資産売却益 ※２ 17   －    

３　役員退職慰労引当金戻
入益

 1,895 10,165 0.4 － 2,000 0.1 △8,165

Ⅶ　特別損失         

  １　過年度損益修正損 ※３ 14,860   16,082    

２　固定資産除却損 ※４ 17,272 32,132 1.2 4,544 20,626 0.8 △11,506

税引前当期純利益   227,567 8.6  206,522 7.7 △21,044

法人税、住民税及び事
業税

 128,717   113,538    

法人税等調整額  △28,602 100,114 3.8 △27,383 86,155 3.2 △13,958

当期純利益   127,452 4.8  120,366 4.5 △7,085
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売上原価明細書

  
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　商品  13,891 0.7 10,027 0.5 △3,863

Ⅱ　材料費  105,313 5.4 92,277 4.6 △13,036

Ⅲ　人件費 ※１ 890,684 45.6 973,399 48.2 82,715

Ⅳ　経費 ※２ 943,192 48.3 942,978 46.7 △214

合計  1,953,082 100.0 2,018,683 100.0 65,601

（脚注）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　人件費には、賞与引当金繰入額26,992千円、退職給

付費用10,149千円が含まれております。

※１　人件費には、賞与引当金繰入額29,371千円、退職給

付費用10,208千円が含まれております。

※２　経費のうち、主なものは次のとおりであります。 ※２　経費のうち、主なものは次のとおりであります。

水道光熱費 84,259千円

固定資産税 59,356千円

減価償却費 322,533千円

営繕費 134,277千円

修繕引当金繰入額 40,753千円

水道光熱費       100,577千円

固定資産税       71,474千円

減価償却費        346,551千円

営繕費        60,027千円

修繕引当金繰入額       30,748千円
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

事業年度中の変動額        

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

当期純利益     120,366 120,366 120,366

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）

－ － 967 120,000 △10,275 110,691 110,691

平成20年３月31日　残高
（千円）

486,300 366,300 2,887 274,000 123,467 400,354 1,252,954

 

 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
（千円）

△3,104 1,139,158

事業年度中の変動額   

別途積立金の積立  －

剰余金の配当  △9,675

当期純利益  120,366

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△5,399 △5,399

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,399 105,292

平成20年３月31日　残高
（千円）

△8,503 1,244,451
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　税引前当期純利益  227,567 206,522  

２　減価償却費  324,409 347,670  

３　長期前払費用償却等  23,035 39,605  

４　賞与引当金の増加額  5,139 2,335  

５　修繕引当金の増加額  40,753 30,748  

６　役員退職慰労引当金の増
加額

 757 10,824  

７　退職給付引当金の増加額  4,527 7,441  

８　受取利息及び配当金  △572 △3,104  

９　支払利息  73,512 63,954  

10　固定資産売却益  △17 －  

11　固定資産除却損  17,272 4,544  

12　過年度損益修正益  △8,251 －  

13　過年度損益修正損  － 16,082  

14　売上債権の増減額（△は
増加）

 6,266 △34,757  

15　たな卸資産の増減額（△
は増加）

 101 △320  

16　仕入債務の増減額（△は
減少）

 465 △6,546  

17　入居金・介護料等の増減
額（△は減少）

 1,310,030 △284,735  

18　未払金の増減額（△は減
少）

 120,052 △64,950  

19　未払消費税の増減額（△
は減少）

 △22,107 31,843  

20　前受金の増減額（△は減
少）

 △186,794 △68,681  

21　その他  △20,913 30,482  

小計  1,915,232 328,986 △1,586

22　利息及び配当金の受取額  572 3,104  

23　利息の支払額  △71,328 △71,114  

24　法人税等の支払額  △56,764 △167,469  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,787,712 93,506 △1,694,206
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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）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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

 △14,409 △43,300  

２　定期預金の払戻しによる
収入

 － 56,409  

３　有形固定資産の取得によ
る支出

 △1,709,688 △57,398  

４　有形固定資産の売却によ
る収入

 86,750 －  

５　無形固定資産の取得によ
る支出

 △980 △2,705  

６　貸付けによる支出  － △188,000  

７　貸付金の回収による収入  － 12,000  

８　出資金の払込による支
出 

 △200,000 －  

９　出資金の譲渡による収
入 

 170,000 －  

10　投資有価証券の取得にる
支出

 △52,821 △84,872  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,721,149 △307,866 1,413,282

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  108,000 1,320,000  

２　短期借入金の返済による
支出

 △165,000 △536,330  

３　長期借入れによる収入  869,000 1,150,000  

４　長期借入金の返済による
支出

 △1,175,048 △1,749,710  

５　社債の発行による収入  － 150,000  

６　株式の発行による収入  732,600 －  

７　配当金の支払額  △2,400 △9,566  

８　割賦債務の支払による支
出

 △2,300 △4,271  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 364,851 320,121 △44,730

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

 431,415 105,760 △325,654

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 401,173 832,589 431,415

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 832,589 938,349 105,760
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重要な会計方針

項目
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

　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。

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。

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。

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 

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

 (2）貯蔵品

　最終仕入原価法であります。

(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

 (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

５　繰延資産の処理方法  －

 

社債発行費

 　支出時に全額費用処理しております。

６　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。

(1）賞与引当金

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。

(2）退職給付引当金

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。

(3）修繕引当金

同左
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項目
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (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。

(4）役員退職慰労引当金

同左

７　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。

 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

８　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

９　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。 

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

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。

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。

同左

10　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
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項目
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

11　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。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。

(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

ありません。

 (2）消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理方法は、税抜方式

を採用しております。なお、控除対象外

消費税等については、発生事業年度の期

間費用として処理しております。ただし、

固定資産に係る控除対象外消費税等は長

期前払費用に計上し、法人税法の規定に

より償却をおこなっております。

(2）消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。 

－

－ 　（減価償却の方法）

  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、税引前純利益への

影響は軽微であります。

　表示方法の変更

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

－ 　（損益計算書）

  前期まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示しており

ました「コンサルティング収入」は、営業外収益の総額の

100分10を超えたため区分表記しました。

　なお、前期における「コンサルティング収入」の金額は

2,000千円であります。

　追加情報

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

－ 　当事業年度より、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

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　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 6,450,026千円

土地 2,449,757千円

計 8,899,783千円

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 4,307,531千円

土地 1,170,926千円

計 5,478,457千円

担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,080,218千円

１年以内返済予定の長期借入金  373,728千円

短期借入金  665,670千円

２　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。

２　　　　　　　　　　　－

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 －千円

 

（損益計算書関係）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※１　過年度損益修正益の内容  ※１　過年度損益修正益の内容

過年度減価償却費 8,251千円 過年度売上高 2,000千円

※２　固定資産売却益の内容 ※２　　　　　　　　　　　－

車両運搬具 17千円

 ※３　過年度損益修正損の内容  ※３　過年度損益修正損の内容

過年度売上高 6,050千円

過年度長期前払費用償却等 8,809千円

過年度固定資産除却（建物）      16,082千円

※４　固定資産除却損の内容 ※４　固定資産除却損の内容

建物 16,637千円

車両運搬具 31千円

器具及び備品 603千円

建物       3,451千円

器具及び備品   1,092千円
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（株主資本等変動計算書関係）

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
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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 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

(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

(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20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20年３月31日 平成20年６月30日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※　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 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

現金及び預金  938,349千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 　    －

現金及び現金同等物  938,349千円

（リース取引関係）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

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 33,889 45,483

工具器具及び

備品
309,187 94,106 215,081

合計 388,560 127,995 260,564

 

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 47,955 31,417

工具器具及び

備品
325,564 156,858 168,705

合計 404,936 204,813 200,122

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 68,942千円

１年超 197,501 〃

合計 266,443千円

１年以内       65,097千円

１年超     146,857 〃

合計      211,955千円

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

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 〃

支払リース料       83,345千円

減価償却費相当額       73,814 〃

支払利息相当額      11,318 〃

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

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

未経過リース料 未経過リース料

１年以内 10,117千円

１年超 24,773 〃

合計 34,890 〃

１年以内       9,559千円

１年超       17,862 〃

合計       27,422 〃
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日）

その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1）株式 52,821 49,717 △3,104

(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 52,821 49,717 △3,104

合計 52,821 49,717 △3,104

当事業年度（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1）株式 57,693 49,190 △8,503

(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 57,693 49,190 △8,503

合計 57,693 49,190 △8,503

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

　　その他有価証券  

非上場株式 80,000
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

①　取引の内容

　当社の利用しておりますデリバティブ取引は金利ス

ワップ取引であります。 

 

①　取引の内容

同左

 

②　取引に対する取組方針

　将来の金利変動に伴うリスクを回避するためのもの

であり、借入金の残高の範囲において取り組む事とし、

投資目的のものはありません。

②　取引に対する取組方針

同左

 ③　取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、変動金利支払いの借入

金について、将来の金利市場における利率上昇による

変動リスクを回避する目的で利用しております。

 ③　取引の利用目的

同左

ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジによっております。

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

同左

（ヘッジ対象）

借入金の利息

（ヘッジ対象）

同左

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、ヘッジ対象の認識は個別契

約毎に行っております。

ヘッジ方針

同左

ヘッジ有効性の評価

　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。 

ヘッジ有効性の評価

同左

④　取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引においては、将来の市場金利の変

動によるリスクを有しております。

　当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用

度の高い国内の銀行であり、相手先の契約不履行によ

るリスクは極めて少ないと認識しております。

④　取引に係るリスクの内容

同左

 

⑤　取引に係わるリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、会社規

程に基づき財務担当者が決裁担当者の承認を得て行っ

ております。

⑤　取引に係わるリスク管理体制

同左
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２．取引の時価等に関する事項

　金利関連

区分 種類

前事業年度（平成19年３月31日現在） 当事業年度（平成20年３月31日現在）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外

の取引

金利スワップ取引         

変動受取・固定支

払
500,000 500,000 582 582 － － － －

合計 500,000 500,000 582 582 － － － －

　（注）時価の算定方法

 　　　 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。　　　

（退職給付関係）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は退職一時金制度を採用し、特定退職金共済制

度に加入しております。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 29,232千円

退職給付引当金 29,232千円

退職給付債務       36,674千円

退職給付引当金       36,674千円

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 12,333千円

特定退職金共済掛金 1,093千円

退職給付費用 13,426千円

勤務費用       13,274千円

特定退職金共済掛金      1,210千円

退職給付費用       14,484千円

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　退職給付債務の算定方法として、簡便法を採用して

おりますので、割引率等については該当ありません。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左

（ストック・オプション等関係）

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。　

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 　　　　 当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。　
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（税効果会計関係）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

未払事業税 8,838千円

未払事業所税 1,352千円

賞与引当金超過額 12,213千円

繰延税金資産（流動）合計 22,403千円

  

役員退職慰労引当金 6,246千円

減価償却費超過額 1,734千円

長期前払費用 20千円

ソフトウェア償却超過額 10千円

退職給付引当金 11,804千円

修繕引当金 49,922千円

その他有価証券評価差額金   1,253千円

繰延税金資産（固定）小計 70,991千円

評価性引当額  △1,253千円

繰延税金資産（固定）合計 69,738千円

   

繰延税金資産合計 92,142千円

未払事業税      4,464千円

未払事業所税      1,492千円

賞与引当金超過額       13,156千円

社会保険料 1,578千円

繰延税金資産（流動）合計       20,692千円

  

役員退職慰労引当金      10,617千円

減価償却費超過額      1,924千円

長期前払費用   711千円

退職給付引当金       14,809千円

修繕引当金       62,338千円

固定資産除却  8,432千円

その他有価証券評価差額金        3,433千円

繰延税金資産（固定）小計       102,266千円

評価性引当額  　    △3,433千円

繰延税金資産（固定）合計       98,833千円

   

繰延税金資産合計       119,525千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.38％

（調整）  

交際費等永久損金不算入項目 2.22％

住民税均等割等 0.19％

その他 1.20％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.99％

　法定実務税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実行税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。

（持分法損益等）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありませ

ん。

当社は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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（関連当事者との取引）

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。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 　　　　 役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金
又は
出資金

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関係内容

取引の内容

取引
金額

(千円)
科目

期末
残高

(千円)
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 網野清孝 － －

当社代表

取締役会

長兼社長

（被所有）

直接

0.08

－ －

当社の銀行借

入対する債務

被保証

（注）２

170,000 － －

資金の貸付

（注）３
6,000 短期貸付金  6,000

（注）１　上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

当社は、銀行借入に対して代表取締役会長兼社長網野清孝より債務保証を受けておりますが、保証料の支払

いは行っていません。

３　資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
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（１株当たり情報）

項目
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 147,178円14銭       160,781円85銭

１株当たり当期純利益金額 22,142円61銭       15,551円29銭

 　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。

　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。

 　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状の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

純資産の部の合計額（千円） 1,139,158 1,244,451

純資産の部から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額

（千円）
1,139,158 1,244,451

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株）
7,740 7,740

        ２　１株当たり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。

項目 前事業年度 当事業年度

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 127,452 120,366

普通株式に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 127,452 120,366

期中平均株式数（株） 5,756 7,740

希簿化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

－ －
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５．その他
(1）役員の異動

  該当事項はありません。

 

(2）生産、受注及び販売の状況

 ①　生産実績

        該当事項はありません。

 

　　②　受注状況

 　　　 該当事項はありません。

 

　　③　販売実績

 　　　 当事業年度における販売実績は、次のとおりであります。

事業部門別
 

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

有料老人ホーム事業（千円） 2,687,796 101.2

 

 
 うち介護保険報酬 665,002 114.9

 （注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

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

           省略しております
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