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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）

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 16,124 ― 233 ― 188 ― 7 ―
20年3月期第1四半期 15,729 30.5 223 107.1 166 53.8 6 △37.6

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 0.53 ―
20年3月期第1四半期 0.49 ―

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 27,269 3,258 10.4 209.27
20年3月期 27,334 3,367 10.7 216.81

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  2,827百万円 20年3月期  2,929百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 8.00 8.00

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  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2四半期連結累計期間 29,336 ― 426 ― 337 ― △28 ― △2.07
通期 57,917 △7.7 924 △15.9 764 △9.4 112 67.8 8.29

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  無  

(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４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３月21日公表の業績予想は、平成20年８月１日公表の「子会社株式売却損の発生並びに平成21年３月期 第２四半期累計期間 
及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますのでご参照ください。 
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。業績予想に関する事項については３ページ【定性的情報・ 
財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
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 13,979,664株 20年3月期 13,979,664株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 470,007株 20年3月期 469,237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 13,510,199株 20年3月期第1四半期 13,511,238株
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【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の経済は、原油価格の高騰並びにガソリン税制問題、年金問題を始めと

する政治的不安に加えて、アメリカのサブプライムローン問題や外資系大手金融機関の大幅減益に起因する米国経済

の減速懸念の影響等による国内株式市場の不振並びに原油・穀物等の価格高騰、中国産食材加工品の安全性への懸念

等による各物価指数への影響がみられ、先行きの不透明感が漂っております。

このような情勢下、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比2.5％増の161億24百万円と堅調に推移しま

した。これは、給食事業において既存の医療・福祉向け案件の契約改訂による喫食単価の落ち込みの一巡、及び新年

度より開始した医療・福祉向け新規案件の貢献に加え、平成18年９月より新たに連結子会社化した株式会社ライフコ

ミューンの営業体制強化による新規入居契約獲得増などの影響によるものであります。収益面においては、株式会社

ライフコミューンの経常損益の黒字化貢献もあり、営業利益は２億33百万円（前年同期比4.3％増）、経常利益は１

億88百万円（前年同期比12.9％増）、当第１四半期純利益は７百万円（前年同期比9.1％増）となりました。

（給食事業）　　　　　

当社グループの主力である給食業界につきましては、事業所向け給食において、企業の本社建替えや工場稼働率の

上昇に伴い新規案件が漸増傾向であり、医療・福祉向け給食では、介護保険・医療制度改定に伴う契約改定要請によ

る喫食単価の落込みの影響が一巡しつつあるものの、業界全体では、同業他社との価格競争は依然と激化している一

方で、前述の経済環境による食材仕入価格の上昇や従業員・パートタイマーの確保難による人件費並びに採用経費の

上昇等により依然として厳しい状況で推移いたしました。

当社グループの成長戦略としては、有料老人ホーム向け給食受託を中心に、引き続き高シェアを維持すべく、当社

の強みである栄養管理や医療周辺機能の提供等を通じて既存顧客の深耕、新規顧客の開拓に努めると共に、足場固め

戦略としては、赤字事業所の閉鎖や食材費上昇を踏まえた顧客との契約単価の値上げ交渉並びに食材原価とその調達

コスト抑制のため、食材仕入の効率化や物流体制の集約化に努めてまいりました。

　　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、128億44百万円（前年同期比2.5％増）となりました。

　 （介護サービス事業）

連結子会社である株式会社ライフコミューンを通じて対面している介護業界につきましては国家財政負担の関係か

ら行政主導の総量規制等の影響もありますが、年々進展する高齢化に加え、多様な介護サービスへのニーズの高まり

を背景に、市場は引き続き拡大しております。

当社グループとしては、前年に続き、成長戦略よりも足場固め戦略の遂行を優先し、人材の配置転換などを通じた

人件費構造の効率化に加え、セカンドブランド（廉価版）導入、入居金ゼロキャンペーンによるターゲットの拡大と

稼働率向上等の営業体制強化による新規入居契約獲得数の向上などを通じた既存施設における入居率のアップにより、

経常損益の黒字化に努めてまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、32億38百万円（前年同期比1.1％増）となりました。

（その他事業）

従来の経営戦略である事業多角化をより推進するべく、当社グループ内企業再編により、平成19年６月１日付で株

式会社レオックヒューマンケアの株式取得を通じて、既存事業とシナジーの高い医療周辺事業の拡充をはかり、将来

の種まき的位置付けとして、平成19年10月１日付で株式会社フィートエンターテイメントの一部株式取得を通じて連

結子会社化しスポーツ事業に進出、平成19年10月５日付で株式会社ディア・マザーの新規設立を通じて育児支援事業

に進出するなど事業領域の拡大を図ってまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、40百万円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　  (１)資産、負債及び純資産の状況

（総資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、のれんの償却進捗や短期借入れによる現金及び預金の増加など

により、前連結会計年度末から64百万円減少し272億69百万円となりました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債は、短期借入れの実行、賞与の支給、法人税等の納付及び長期借入金

等の返済などにより、前連結会計年度末から45百万円増加し240億11百万円となりました。

（純資産）

　　　　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末から１億９百万円減少し32億58百万円とな

      りました。

　　　

(２)キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末比４億67

百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末では54億54百万円となりました。

　　　　当第１四半期連結会計期間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）

営業活動の結果使用した資金は、１億65百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益にのれん償

却額、減価償却費等を加えた資金の源泉が４億58百万円（前年同期比6.6％減）、人件費債務の減少１億56百万円

及び法人税等の支払額５億44百万円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）

投資活動の結果得られた資金は、48百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出１億円、定期預

金の払戻しによる収入２億円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）

財務活動の結果得られた資金は、５億84百万円となりました。これは主に短期借入れ13億50百万円、短期借入金

及び長期借入金の返済６億86百万円によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年８月１日に公表いたしました『連結子会社「株式会社ライフコミューン」の株式譲渡及び当社グループ

介護サービス事業部門の廃止に関するお知らせ』のとおり当該株式譲渡に伴い、業績予想の見直しを行った結果、

平成20年３月21日に公表の「平成21年３月期（連結・個別）の業績予想に関するお知らせ」の業績予想を修正して

おります。詳細は平成20年８月１日に公表いたしました「子会社株式売却損の発生並びに平成21年３月期第２四半

期累計期間及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。　

　なお、第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想については、平成20年８月１日に公表いたしました「子会社

株式売却損の発生並びに平成21年３月期第２四半期累計期間及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知

らせ」から変更はありません。
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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。

 

(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

　該当事項はありません。

 

(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

　　　 ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として最終仕入原価法による原価法によっており

　　　　ましたが、当第１四半期連結会計期間より「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、主として最終仕入原価法による原価法（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。

　　 なお、これによる損益への影響はありません。　　　　

　　　 ③ リース取引に関する会計基準の適用

　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係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（平成５年６月17日（企業会計審議会第

　　　　一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

　　　　月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

　　　　い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

　　　　ます。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

　　　　間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　　　　　なお、リース取引開始日が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、通常の賃

　　　　貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。　

     なお、これによる損益への影響はありません。　　　　
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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 5,554,746 5,186,864

受取手形及び売掛金 6,323,855 6,327,585

商品 38,979 35,074

原材料 153,432 167,661

その他 1,253,483 1,396,339

貸倒引当金 △59,515 △58,731

流動資産合計 13,264,981 13,054,794

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,217,518 4,216,386

減価償却累計額 △1,197,053 △1,160,483

建物及び構築物（純額） 3,020,464 3,055,902

土地 2,900,044 2,900,044

その他 1,298,193 1,264,591

減価償却累計額 △872,906 △831,795

その他（純額） 425,287 432,796

有形固定資産合計 6,345,796 6,388,743

無形固定資産   

のれん 4,439,537 4,629,916

その他 193,011 209,981

無形固定資産合計 4,632,548 4,839,897

投資その他の資産 3,026,430 3,050,893

固定資産合計 14,004,775 14,279,534

資産合計 27,269,756 27,334,328

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,464,090 2,455,458

短期借入金 6,025,000 5,150,000

未払法人税等 39,315 558,345

賞与引当金 502,351 831,574

入居金返金引当金 44,100 44,700

その他 7,161,106 7,105,518

流動負債合計 16,235,964 16,145,596

固定負債   

社債 540,000 540,000

長期借入金 3,397,607 3,598,206

長期前受金 3,286,022 3,134,010

その他 551,959 548,519

固定負債合計 7,775,589 7,820,735

負債合計 24,011,554 23,966,332
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（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 700,158 700,158

資本剰余金 354,327 354,327

利益剰余金 1,961,674 2,062,565

自己株式 △187,406 △187,260

株主資本合計 2,828,753 2,929,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,523 △634

評価・換算差額等合計 △1,523 △634

少数株主持分 430,972 438,840

純資産合計 3,258,202 3,367,996

負債純資産合計 27,269,756 27,334,328
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（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) 

売上高 16,124,051

売上原価 13,883,387

売上総利益 2,240,663

入居金返金引当金繰入額 44,100

差引売上総利益 2,196,563

販売費及び一般管理費 1,963,244

営業利益 233,319

営業外収益  

受取利息 2,536

受取配当金 150

その他 27,422

営業外収益合計 30,109

営業外費用  

支払利息 68,666

その他 6,736

営業外費用合計 75,402

経常利益 188,025

特別利益  

前期損益修正益 595

その他 53

特別利益合計 649

特別損失  

減損損失 19,388

その他 6,578

特別損失合計 25,966

税金等調整前四半期純利益 162,708

法人税、住民税及び事業税 33,047

法人税等調整額 130,335

法人税等合計 163,383

少数株主損失（△） △7,867

四半期純利益 7,192
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（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 162,708

減価償却費 86,429

減損損失 19,388

のれん償却額 190,379

貸倒引当金の増減額（△は減少） 395

入居金返金引当金の増減額（△は減少） △600

受取利息及び受取配当金 △2,686

支払利息 68,666

有形固定資産除売却損益（△は益） 313

売上債権の増減額（△は増加） 3,730

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,527

長期前払費用の増減額（△は増加） 21,612

仕入債務の増減額（△は減少） 8,631

未払人件費の増減額（△は減少） △156,846

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,788

未払金及び預り金の増減額（△は減少） △92,206

前受金の増減額（△は減少） 53,160

その他 33,776

小計 436,170

利息及び配当金の受取額 2,495

利息の支払額 △59,130

法人税等の支払額 △544,914

営業活動によるキャッシュ・フロー △165,379

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 △100,000

定期預金の払戻による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △8,215

投資有価証券の取得による支出 △29,500

短期貸付金の回収による収入 60

長期貸付金の回収による収入 2,043

敷金及び保証金の差入による支出 △17,854

敷金及び保証金の回収による収入 2,255

その他の支出 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー 48,785
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（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) 

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 1,350,000

短期借入金の返済による支出 △475,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △548

長期借入金の返済による支出 △211,126

自己株式の取得による支出 △146

配当金の支払額 △78,703

財務活動によるキャッシュ・フロー 584,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 467,882

現金及び現金同等物の期首残高 4,986,864

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,454,746
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　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

　   当社グループは、前連結会計年度において返済期限を迎えた長期シンジケートローン残高14億50百万円に

   ついて、取引金融機関との協議の結果１年間の短期借入れによる借換えを行いました。その結果、前連結会

   計年度末時点において、短期借入金残高が51億50百万円と増加しましたが、資産と負債の期間適合性という

   点ではキャッシュポジションの大幅なマイナスギャップが生じておりました。当第１四半期連結会計期間末

   においても引き続き、短期借入金残高が60億25百万円と現金及び預金勘定に対して大幅なマイナスギャップ

   が生じており、当該状況により、第１四半期連結会計期間末において継続企業の前提に関する重要な疑義が

   存在しております。

　６．その他の情報（重要な後発事象）に記載のとおり、当社グループは当該状況を解消すべく、平成20年８

月１日付にて公表のとおり当社保有の株式会社ライフコミューンの全株式を株式会社キノシタ・マネージメン

トへ25億円で譲渡をすることを決定し、平成20年８月８日に株式譲渡契約を締結、平成20年９月12日までに株

式の受渡し及び決済を行う予定であります。

本株式譲渡及び譲渡代金の決済に伴い、株式会社ライフコミューンが有する固定資産や短期借入金を含め、

同社貸借対照表が当社の連結範囲から除外されることに加え、株式会社ライフコミューン株式の資金化を通じ

て、短期借入金の返済を実施しキャッシュポジションを適正水準まで引き下げる予定であり、継続企業の前提

に関する重要な疑義を解消できるものと判断しております。

従って、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四

半期連結財務諸表には反映しておりません。

 

（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）

 （単位：千円）

給食事業
介護サービス

事業
その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 12,844,424 3,238,940 40,687 16,124,051 － 16,124,051

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

321,347 － 313 321,660 (321,660) －

計 13,165,771 3,238,940 41,000 16,445,711 (321,660) 16,124,051

営業利益又は営業損失(△) 449,297 △485 △38,349 410,463 (177,144) 233,319

　（注）１．事業区分の方法

 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 事業の内容

給食事業 医療機関・社会福祉施設等及び企業等の給食受託事業等

介護サービス事業 有料老人ホーム等の運営事業等

その他事業 医療周辺事業 、育児支援事業、スポーツ事業

 

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。
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（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。
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６．その他の情報

　　　（重要な後発事象）

子会社株式の譲渡

当社は、平成20年８月１日開催の臨時取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ライフコミュー

ンの保有全株式を譲渡することを決議し、平成20年９月12日を期限として譲渡いたします。

(１)譲渡理由　

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、株式会社ＬＥＯＣ（当社）、子会社17社及び関連会社２社に

より構成され、医療機関（病院・医院）・社会福祉施設等及び企業等の給食受託運営、飲食の提供等、高齢者

介護サービス等、医療周辺事業、育児支援事業、スポーツ教室・スポーツクラブの運営等の事業活動を展開し

ております。（当社の平成20年３月期事業セグメント別販売実績比率は、給食事業79.3％、介護サービス事業

20.4％、その他事業（医療周辺事業、育児支援事業）0.3％であります。）

当社は、グループの経営多角化戦略の一環で、有料老人ホーム向け給食受託など提供サービス一体化による

効率化とサービスクオリティの向上を図ることを目的として、平成18年９月27日に、首都圏において有料老人

ホーム等46事業所他を運営・管理する株式会社ライフコミューン株式の50.1％持分（10,695株）を取得しまし

た。本株式取得に伴い、当社は介護サービス事業に参入することとなりました。

当社グループは、平成20年３月期決算短信及び有価証券報告書において継続企業の前提に関する事項につい

て、資産と負債の期間適合性という点ではキャッシュポジションの大幅なマイナスギャップが生じている旨の

注記をいたしました。これにより、当社は財務体質の改善急務が必要な状況となりました。　

その後、当社グループは、当該状況を解消すべく、当社グループ保有の固定資産勘定や投資その他の資産勘

定の資金化を鋭意検討し、財務健全性の向上として資金ポジションの大幅な改善策の検討に加え、選択と集中

という観点でグループ事業領域のあり方を再度見直した結果、当社保有の株式会社ライフコミューン株式売却

を通じたグループ事業再編を行うべきとの結論に至りました。株式会社ライフコミューンは、平成20年３月期

で株式会社ライフコミューン単体として経常損益が黒字化しておりますが、同社は当社グループ（当社及び当

社の関係会社）の中でも、連結ベースでの財務体質悪化の最大の要因の一つでもあり、同社が有する多額の固

定資産や短期借入金を含め、同社貸借対照表が当社の連結範囲から除外されることにより財務体質の改善に大

きく寄与することに加え、投資その他の資産勘定（株式会社ライフコミューン株式）の資金化を通じて、当社

が有する多額の短期借入金の圧縮が進み、支払利息の軽減などが見込まれることから、株式会社ライフコミュー

ンの株式譲渡を決定いたしました。

また、当社は、株式会社ライフコミューン株式を取得した平成18年９月以降、人的資源を含め、相応の経営

資源を投入してきた結果、平成20年３月期で株式会社ライフコミューン単体として経常損益の黒字化を果たし

たこともあり、当社として一定の役割を終えたとも判断しております。

本株式譲渡を通じて、株式会社ライフコミューン及び株式会社ライフコミューン子会社である株式会社ライ

フコミューンパートナーの２社が当社の連結範囲から除外される結果、当社の連結財務諸表としてもスリム化

し、自己資本比率や前述の資金ポジションなど財務健全性も向上することに加え、今後は当社グループの主力

である給食事業への経営資源の重点配分と集中化をさらに推進してまいります。

なお、株式会社ライフコミューンの有料老人ホーム運営・管理事業に関しても、今後は本株式譲渡先である

株式会社キノシタ・マネージメント及び同社親会社である株式会社木下工務店が有する建築、不動産分野での

ノウハウや知見が付加されていく過程で、ますます株式会社ライフコミューンの成長戦略推進や高品質なサー

ビス提供の強化が図られると考えております。　

更に、株式会社キノシタ・マネージメントの子会社である、株式会社キノシタ・ライフは、既に首都圏にお

いて複数の介護施設（含む、有料老人ホーム）を運営されてきた実績もありますので、キノシタグループによ

る株式会社ライフコミューンの介護事業運営に関して、コンプライアンス面や行政対応でも特段問題ないもの

と考えております。　

なお、本株式譲渡完了後、当社は介護サービス事業から撤退することになります。株式会社ライフコミュー

ンと当社のグループ会社である、レオックジャパングループとの間では給食業務の受託及び施設清掃業務の受

託等の取引がありますが、同取引は今後も継続予定であることに加え、株式会社ライフコミューンを中心とし

てキノシタグループとの広範囲な関係強化を図っていくことにより、当社の給食事業グループ価値の更なる向

上を目指してまいります。　
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(２)株式譲渡する子会社の概要

① 商号：株式会社ライフコミューン

② 代表者：中田　雅朗

③ 所在地：東京都港区西新橋１丁目６番11号

西新橋光和ビル

④ 資本金：10億17百万円

⑤ 従業員数：1,344名（平成20年３月末日現在）

⑥ 主な事業内容：有料老人ホームを活用した高齢者対象の介護、介護予防サービス並びに生活支援サービス

(３)株式の譲渡先

① 譲渡先：株式会社キノシタ・マネージメント

② 所在地：東京都新宿区西新宿６丁目５番１号

新宿アイランドタワー９Ｆ

③ 資本金：３億円（平成20年４月１日現在）

(４)譲渡する株式数、譲渡価額及び譲渡後の持分比率

① 株式数：10,695株（議決権の数10,695個）

② 譲渡価額：25億円

※　株式譲渡価格については、10社以上の買主候補に内々で株式取得意向の確認の上、一次段階で最高価格

を提示したキノシタグループに交渉相手を絞りこみ、同グループから財務・法務等の面でデューデリジェ

ンスを受けた後、譲渡価格やその他付帯条件に関して相互協議及び交渉を経て決定しました。

③ 持分比率：０％（０株）（議決権の数０個）

④ 株式譲渡契約日：平成20年８月８日

⑤ 株式譲渡の時期：平成20年９月12日期限（予定）

⑥ 連結上の簿価：29億円（平成20年６月末現在）
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「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

前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 15,729,212

Ⅱ　売上原価 13,499,263

　    売上総利益 2,229,949

　  　入居金返金引当金戻入益 24,720

　入居金返金引当金繰入額 32,250

　差引売上総利益 2,222,419

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,998,762

　営業利益 223,656

Ⅳ　営業外収益 28,116

Ⅴ　営業外費用 85,251

　経常利益 166,521

Ⅵ　特別利益　 91,000

Ⅶ　特別損失　 21,907

　税金等調整前第１四半
　期純利益

235,613

　法人税等 191,014

　少数株主損益 △38,006

　第１四半期純利益 6,592

　（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）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前第１四半期連結累計期間　
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税金等調整前第1四半期純利益 235,613

　減価償却費 91,728

　のれん償却額 247,352

　貸倒引当金の減少額 △91,000

　入居金返金引当金の増加額 7,530

　受取利息及び受取配当金 △5,002

　支払利息 72,195

　売上債権の増加額 △340,832

　たな卸資産の減少額 15,458

　長期前払費用の増加額 △4,587

　その他資産の減少額 3,875

　仕入債務の増加額 240,851

　人件費債務の減少額 △15,139

　未払金及び預り金の減少額 △10,388

　未払消費税等の減少額 △31,396

　前受金の減少額 △65,473

　その他負債の増加額 582

小計 351,367

　利息及び配当金の受取額 5,002

　利息の支払額 △61,516

　法人税等の支払額 △211,010

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,843
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前第１四半期連結累計期間　
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の預入による支出 △400,000

　定期預金の払戻による収入 100,000

　有形固定資産の取得による支出 △59,725

　無形資産の取得による支出 △13,478

　短期貸付金の回収による収入 3,242

　長期貸付金の回収による収入 5,564

　保証金敷金の拠出による支出 △6,543

　保証金敷金の返還による収入 118,163

　投資活動によるその他の支出 △3

　投資活動によるその他の収入 388

投資活動によるキャッシュ・フロー △252,391

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入による収入 4,750,000

　短期借入金の返済による支出 △5,850,000

　長期借入金の返済による支出 △204,052

　社債の償還による支出 △30,000

　親会社による配当金の支払額 △12,474

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,346,526

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △1,515,073

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 6,748,973

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末残高　 5,233,900

　（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）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 （単位：千円）

給食事業
介護サービス

事業
その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 12,471,512 3,201,403 56,296 15,729,212 － 15,729,212

(2) セグメント間の内部売上高
 又は振替高

311,428 － － 311,428 △311,428 －

計 12,782,941 3,201,403 56,296 16,040,641 △311,428 15,729,212

 営業費用　 12,410,890 3,219,564 38,892 15,669,347 △163,791 15,505,556

営業利益又は営業損失(△) 372,050 △18,161 17,404 371,293 △147,637 223,656

　（注）１．事業区分の方法 　　　　　 

　          事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　      ２．各区分に属する主要な製品

事業区分 事業の内容

給食事業 医療機関・社会福祉施設等及び企業等の給食受託事業等

介護サービス事業 有料老人ホーム等の運営事業等

その他事業 医療周辺事業 

　３．営業費用のうち、消去又は会社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は145,407千円であり、その主なも

　　　のは、当社の管理部門に係る費用であります。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　 　　　 前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19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支店がないため、該当事項はありません。

 

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19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。
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