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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 654 ― 24 ― 6 ― △21 ―

20年3月期第1四半期 635 ― 72 ― 59 ― 35 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △2,731.67 ―

20年3月期第1四半期 4,570.71 ―

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

21年3月期第1四半期 11,848 1,209 10.2 156,208.34
20年3月期 12,264 1,244 10.1 160,781.85

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,209百万円 20年3月期  1,244百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 1,250.00 1,250.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 1,250.00 1,250.00

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同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 ― 116 ― 84 ― 46 ― 5,978.29
通期 2,791 3.8 238 △14.3 180 △20.0 100 △16.7 12,919.90

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  7,740株 20年3月期  7,740株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  7,740株 20年3月期第1四半期  7,740株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は様々な要因により予想値と異
なる可能性があります。業績予想の前提となる条件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、２ページ「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



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１四半期におけるわが国の経済は、世界的な金融市場の混乱、アメリカの景気後退懸念、原油および原材料、

食材等の高騰による影響もあり、企業収益が減少するなど景気減速感が高まり、需要悪化が懸念されるようになりま

した。 

 このような状況の中、全社を挙げて新規入居者獲得に努めましたが、計画に対し若干未達の７室の入居となり、売

上高につきましては当初の計画に対して未達となりました。施設全体の入居率につきましては光ハイツ・ヴェラス琴

似並びに月寒公園では入居率100％を維持し、全施設平均入居率は90％以上と手堅く推移しております。売上原価に

つきましては全体的に削減に努め、販売費及び一般管理費で目標数値以内で推移しました。 

 四半期純利益につきましては、過年度の空室原状回復工事費用の資産計上分を一括費用処理とする修正をおこなっ

た結果、損失が発生いたしました。 

 以上の結果、第１四半期における売上高は654百万円、営業利益24百万円、経常利益６百万円、四半期純損失△21

百万円となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産は11,848百万円となり、前事業年度末に比べ415百万円減少となりました。その主

な要因は法人税等の支払による現金及び預金の減少によるものであります。 

 なお、純資産は1,209百万円となり、自己資本比率は10.2％と当四半期において0.1ポイントの改善となりました。

（キャッシュ・フローの状況） 

 当四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は516百万円となり、前事業年度末と比較して421百万円の

減少となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は148百万円の支出となりました。その主な要因は入居金・介護料等

の減少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」は106百万円の支出となりました。その主な要因は有形固定資産の取

得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」は167百万円支出となりました。その主な要因は短期借入金の返済に

よるものであります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期は当初計画を下回る水準で推移しましたが、第２四半期での売上増加を見込み、平成20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。 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 

  該当事項はありません。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

(2) 四半期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 

１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

２．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。これにより、業績に与える影響は軽微であります。 

３．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、業績に与える影響はありません。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 516,495 938,349

営業未収入金 193,573 209,343

商品 410 448

その他 99,286 139,789

流動資産合計 809,766 1,287,931

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,536,714 7,644,270

土地 2,589,070 2,450,070

その他 407,138 391,130

有形固定資産合計 10,532,923 10,485,471

無形固定資産 34,330 38,325

投資その他の資産 471,446 452,615

固定資産合計 11,038,700 10,976,413

資産合計 11,848,466 12,264,344

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,146 5,797

1年内償還予定の社債 51,000 51,000

短期借入金 1,013,174 1,075,670

1年内返済予定の長期借入金 373,728 373,728

入居金預り金 899,360 894,073

介護料預り金 80,579 78,457

賞与引当金 33,083 32,582

その他 189,107 306,421

流動負債合計 2,646,178 2,817,729

固定負債   

社債 99,000 99,000

長期借入金 986,786 1,080,218

長期入居金預り金 6,028,919 6,152,130

長期介護料預り金 613,756 640,404

退職給付引当金 39,609 36,674

修繕引当金 161,641 154,379

役員退職慰労引当金 28,718 26,293

その他 34,804 13,063

固定負債合計 7,993,235 8,202,163

負債合計 10,639,414 11,019,892



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 486,300 486,300

資本剰余金 366,300 366,300

利益剰余金 369,536 400,354

株主資本合計 1,222,136 1,252,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,084 △8,503

評価・換算差額等合計 △13,084 △8,503

純資産合計 1,209,052 1,244,451

負債純資産合計 11,848,466 12,264,344



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 654,779

売上原価 533,569

売上総利益 121,209

販売費及び一般管理費 96,576

営業利益 24,633

営業外収益  

受取利息 1,533

受取配当金 12

受取手数料 2,686

受取賃貸料 4,421

その他 2,199

営業外収益合計 10,852

営業外費用  

支払利息 16,026

長期前払費用償却 9,928

その他 3,510

営業外費用合計 29,465

経常利益 6,019

特別損失  

前期損益修正損 38,590

その他 2,653

特別損失合計 41,244

税引前四半期純損失（△） △35,224

法人税、住民税及び事業税 278

過年度法人税等 19,508

法人税等調整額 △33,868

法人税等合計 △14,081

四半期純損失（△） △21,143



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △35,224

減価償却費 87,326

長期前払費用償却額 9,928

賞与引当金の増減額（△は減少） 501

修繕引当金の増減額（△は減少） 7,262

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,424

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,934

関係会社株式評価損 2,646

受取利息及び受取配当金 △1,545

支払利息 16,026

有形固定資産除却損 7

前期損益修正損益（△は益） 38,590

売上債権の増減額（△は増加） 15,769

たな卸資産の増減額（△は増加） 4

仕入債務の増減額（△は減少） 349

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減
少）

△142,449

未払金の増減額（△は減少） △50,960

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,711

前受金の増減額（△は減少） 3,517

その他 2,715

小計 △65,885

利息及び配当金の受取額 1,545

利息の支払額 △15,224

法人税等の支払額 △68,638

営業活動によるキャッシュ・フロー △148,204

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △5,100

有形固定資産の取得による支出 △139,718

無形固定資産の取得による支出 △1,200

貸付けによる支出 △150

貸付金の回収による収入 56,004

出資金の売却による収入 4,000

差入保証金の差入による支出 △20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,164



（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 240,000

短期借入金の返済による支出 △302,496

長期借入金の返済による支出 △93,432

配当金の支払額 △9,667

割賦債務の返済による支出 △985

その他 △905

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △421,854

現金及び現金同等物の期首残高 938,349

現金及び現金同等物の四半期末残高 516,495



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 635,529 

Ⅱ 売上原価 480,279 

売上総利益 155,249 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 82,591 

営業利益 72,658 

Ⅳ 営業外収益   

 受取利息 124 

 受取配当金 12 

 受取手数料 1,138 

 受取賃借料 4,223 

 その他 10,772 

 営業外収益合計 16,270 

Ⅴ 営業外費用   

 支払利息 16,569 

 長期前払費用償却 9,901 

 その他 3,259 

 営業外費用合計 29,730 

経常利益 59,198 

税引前四半期純利益 59,198 

法人税、住民税及び事業税 21,195 

法人税等調整額 2,625 

法人税等合計 23,821 

四半期純利益 35,377 



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 59,198 

 減価償却費 87,293 

 長期前払費用償却額 9,901 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 146 

 修繕引当金の増減額（△は減少） 4,233 

 役員退職慰労金引当金の増減額（△は減少） 2,321 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,735 

 受取利息及び受取配当金 △136 

 支払利息 16,569 

 売上債権の増減額（△は増加） △7,929 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 8 

 仕入債務の増減額（△は減少） △794 

 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） △161,343 

 未払金の増減額（△は減少） △46,197 

 未払消費税の増減額（△は減少） 8,695 

 前受金の増減額（△は減少） 22,680 

 その他 5,955 

小計 3,338 

 利息及び配当金の受取額 136 

 利息の支払額 △17,468 

 法人税等の支払額 △103,058 

営業活動によるキャッシュ・フロー △117,052 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △3,600 

 有形固定資産の取得による支出 △9,183 

 投資有価証券の取得による支出 △64,872 

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,656 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の返済による支出 △74,250 

 長期借入金の返済による支出 △178,334 

 配当金の支払額 △9,675 

 割賦債務の返済による支出 △985 

財務活動によるキャッシュ・フロー △263,244 

 



 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） △457,953 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 832,589 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 374,635 
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