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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収入 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 6,062 ― 855 ― 797 ― 416 ―

20年3月期第1四半期 5,481 20.4 993 49.7 977 47.8 550 47.0

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 2,075.18 ―

20年3月期第1四半期 3,044.86 ―

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 17,422 13,071 75.0 65,095.01
20年3月期 18,120 13,215 72.9 65,815.39

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,071百万円 20年3月期  13,215百万円

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 ― 0.00 ― 2,800.00 2,800.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

営業収入 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2四半期連結累計期間 12,913 ― 2,100 ― 2,020 ― 1,111 ― 5,532.86
通期 27,601 19.6 4,300 9.5 4,250 14.5 2,337 17.4 11,638.44

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

〔（注）詳細は、３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) 四半期連結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（四半期連結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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください〕  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．平成20年５月12日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
 ２．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、及び上記１に係る業績
予想の具体的修正内容は、２ページ【定性的情報・財務諸表】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 ３．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  200,800株 20年3月期  200,800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（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  200,800株 20年3月期第1四半期  180,800株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

   当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経済の減速

懸念、原油・穀物等原材料価格の高騰に伴う物価上昇等により、先行きに対する不透明感が強まる状況となりまし

た。 

 一方わが国の高齢者住宅市場は、世界で前例のない速さで進行している高齢化に加えて、団塊世代の高齢化突入

により、平成27年には高齢化率が30％に達する見通しで、今後ますます市場が拡大することが予想されます。 

 このような状況のもと、当社の「アミーユ」は、平成19年６月より実施した直営施設全面入居一時金無料化が寄

与し、入居率は引き続き順調に推移いたしました。  

 当第１四半期連結会計期間の「アミーユ」の展開につきまして、計３施設（直営１施設、ＦＣ２施設）を開設

し、当第１四半期連結会計期間末の「アミーユ」の施設数は、直営109施設、ＦＣ37施設、合計146施設、総入居定

員は7,720名となっております。また「Ｃアミーユ」は１件（128戸）を開設し、当第１四半期連結会計期間末の

「Ｃアミーユ」の件数は４件、総入居定員は310名となっております。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の営業収入は6,062百万円、営業利益は855百万円、経常利益は797百万円、

四半期純利益は416百万円となりました。 

 部門別の業績は、以下のようになっております。 

【居宅介護部門】 

 ・特定施設入居者生活介護事業 

   中部地区１施設の「アミーユ」を新たに開設したことと、既存施設の稼働率が前連結会計年度に引き続き良 

  好であったことにより、営業収入は5,463百万円となりました。 

 ・認知症対応型共同生活介護事業 

   当第１四半期連結会計期間において新たに開設した施設はなく、既存施設の稼動状態も横ばいであったこと 

  により営業収入は174百万円となりました。 

 ・高齢者専用賃貸住宅事業 

   関西地区１件の「Ｃアミーユ」を新たに開設したことと、既存施設の入居が進んだことにより、営業収入は 

  107百万円となりました。 

【給食部門】 

  アミーユ施設が３施設、Ｃアミーユが１件、新たに開設したこと及び既存施設等の入居率が順調に推移したこ 

 とにより、営業収入は191百万円となりました。 

【介護用品販売部門】 

  ほぼ横ばいに推移しており、営業収入は68百万円となりました。 

【ＦＣ部門】 

  新規開設が関東地区２施設の「アミーユ」開設にとどまったことにより、営業収入は53百万円となりました。 

【その他部門】 

  ほぼ横ばいに推移しており、営業収入は３百万円となりました。  

  

２．連結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、主として法人税等の支払及び配当金の支払による現金及び預金の減少等によ

り、前連結会計年度末比698百万円減の17,422百万円となりました。負債につきましては、主として未払法人税等が

減少した結果、553百万円減の4,351百万円となりました。純資産は、144百万円減の13,071百万円となり、自己資本

比率は75.0％となりました。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  平成20年８月１日付で、当社持分法適用会社であった積和サポートシステム株式会社を連結子会社化いたしまし

た。このため、第２四半期連結累計期間における営業収入は493百万円の増加、平成21年３月期通期における営業収

入は2,141百万円の増加となる見込みであります。 

 営業利益、経常利益、通期純利益につきましては、平成20年５月12日発表の平成20年３月期決算短信の連結業績

予想と変わらない見込みであります。 



４．その他 

 （1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。 

 なお、持分法適用会社１社の株式取得を８月１日に行い、子会社化いたしました。詳細は、８ページ【定性的

情報・財務諸表等】 ５．四半期連結財務諸表 （7）重要な後発事象をご覧ください。 

 （2）簡便な会計処理及び四半期連結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 

  簡便な会計処理については重要性が乏しいため記載を省略しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

 （3）四半期連結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 

   ・会計処理基準に関する事項の変更 

１．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結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によ

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１四半期連結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。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用

しております。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,332,254 4,388,885

営業未収入金 3,277,122 3,200,764

前払費用 399,294 388,287

その他 245,968 244,471

貸倒引当金 △2,874 △1,964

流動資産合計 7,251,764 8,220,445

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,393,800 2,506,767

車両運搬具（純額） 53,494 54,661

工具、器具及び備品（純額） 255,933 242,832

土地 1,444,472 1,444,472

建設仮勘定 311,225 1,060,615

有形固定資産合計 5,458,926 5,309,349

無形固定資産   

のれん 232,447 240,282

その他 309,688 313,735

無形固定資産合計 542,135 554,018

投資その他の資産   

差入保証金 3,307,286 3,167,230

その他 869,298 873,767

貸倒引当金 △6,773 △3,826

投資その他の資産合計 4,169,811 4,037,171

固定資産合計 10,170,873 9,900,539

資産合計 17,422,637 18,120,985

負債の部   

流動負債   

営業未払金 283,500 329,052

未払金 882,909 909,707

未払法人税等 398,707 1,034,626

賞与引当金 562,890 296,327

その他 1,331,091 1,343,229

流動負債合計 3,459,100 3,912,944

固定負債   

退職給付引当金 6,169 5,702

役員退職慰労引当金 40,153 38,159

長期預り保証金 846,136 948,447

固定負債合計 892,459 992,309

負債合計 4,351,560 4,905,253



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,925,160 3,925,160

資本剰余金 4,167,510 4,167,510

利益剰余金 4,982,182 5,127,726

株主資本合計 13,074,852 13,220,396

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,774 △4,665

評価・換算差額等合計 △3,774 △4,665

純資産合計 13,071,077 13,215,731

負債純資産合計 17,422,637 18,120,985



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

営業収入 6,062,110

営業原価 4,327,818

営業総利益 1,734,291

販売費及び一般管理費 879,104

営業利益 855,187

営業外収益  

受取利息 11,446

その他 1,467

営業外収益合計 12,914

営業外費用  

持分法による投資損失 70,807

営業外費用合計 70,807

経常利益 797,294

特別損失  

固定資産除却損 21

特別損失合計 21

税金等調整前四半期純利益 797,273

法人税、住民税及び事業税 380,578

法人税等合計 380,578

四半期純利益 416,695



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 797,273

減価償却費 98,091

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,857

賞与引当金の増減額（△は減少） 266,563

退職給付引当金の増減額（△は減少） 466

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,994

受取利息 △11,446

持分法による投資損益（△は益） 70,807

固定資産除却損 21

売上債権の増減額（△は増加） △78,256

前払費用の増減額（△は増加） △11,007

その他の流動資産の増減額（△は増加） △931

仕入債務の増減額（△は減少） △45,551

未払金の増減額（△は減少） △26,797

その他の流動負債の増減額（△は減少） 92,972

預り保証金の増減額（△は減少） △102,310

その他 32,965

小計 1,088,713

利息及び配当金の受取額 3,589

法人税等の支払額 △997,757

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,544

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △443,396

無形固定資産の取得による支出 △1,468

差入保証金の差入による支出 △150,557

差入保証金の回収による収入 389

長期貸付けによる支出 △98,000

その他 △386

投資活動によるキャッシュ・フロー △693,419

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △457,756

財務活動によるキャッシュ・フロー △457,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,056,631

現金及び現金同等物の期首残高 4,188,885

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,132,254



 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結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）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 当社グループは、介護サービス事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

ｃ．海外売上高 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。  

（6）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。 

    （7）重要な後発事象 

         当社は、平成20年８月１日付で積和サポートシステム株式会社の株式取得を実施し、同社を持分法適用会社か

ら連結対象子会社といたしました。 

 ①目的 

   当社の経営関与を深めることにより、経営資源の統合、業務効率化の推進、人材の相互活用等により、グル

  ープの経営体制を強化し、更なる事業規模と収益の拡大を図ることを目的とするものであります。 

 ②株式取得の相手会社の名称  

   積水ハウス株式会社 

  ③買収する会社の名称、内容、規模 

   名称：積和サポートシステム株式会社 

   事業内容：有料老人ホームの運営等 

   資本金の額：100,000千円 

  ④株式取得の時期 

   平成20年８月１日 

  ⑤取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

   取得する株式の数：40株 

   取得価額：１株50千円×40株＝2,000千円 

  取得後の持分比率：当社 51％  積水ハウス株式会社 49％   

  



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（1）（要約）四半期連結損益計算書 

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 営業収入 5,481,885 

Ⅱ 営業原価 3,734,058 

営業総利益 1,747,826 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 754,327 

営業利益 993,498 

Ⅳ 営業外収益 6,741 

Ⅴ 営業外費用 22,536 

経常利益 977,703 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 － 

税金等調整前四半期純利益 977,703 

税金費用 427,192 

四半期純利益 550,510 



（2）（要約）四半期連結キャッシュ・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   

 税金等調整前四半期純利益 977,703 

 減価償却費 63,669 

 貸倒引当金の増加額 1,897 

 賞与引当金の増加額 173,219 

 退職給付引当金の増加額 519 

 役員退職慰労引当金の減少額 △4,415 

 受取利息 △6,619 

 持分法による投資損失 22,536 

 売上債権の増加額 △98,117 

 前払費用の増加額 △18,700 

 たな卸資産の増加額 △226 

 その他流動資産の増加額 △37,582 

 仕入債務の減少額 △12,507 

 未払金の減少額 △25,571 

 未払費用の減少額 △17,176 

 前受金の増加額 35,182 

 その他流動負債の増加額 65,540 

 預り保証金の減少額 △90,792 

 その他 △11,913 

小計 1,016,646 

 利息の受取額 65 

 法人税等の支払額 △1,128,209 

営業活動によるキャッシュ・フロー △111,498 

 



 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △41,502 

 無形固定資産の取得による支出 △14,916 

 差入保証金の払込による支出 △41,000 

 差入保証金の返還による収入 100 

 長期貸付による支出 △49,000 

 その他 219 

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,100 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △396,883 

財務活動によるキャッシュ・フロー △396,883 

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減少額 △654,482 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,156,502 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,502,020 



（3）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）  

 当社グループは、介護サービス事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

ｃ．海外売上高 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。  
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