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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 12,772 ― 1,884 ― 1,774 ― 921 ―

20年3月期第2四半期 11,193 15.5 2,069 55.0 2,019 51.5 1,122 49.2

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2四半期 4,591.01 ―

20年3月期第2四半期 6,208.94 ―

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2四半期 19,377 13,157 70.0 67,594.77
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2四半期  13,573百万円 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） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

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．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。 
２．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2四半期  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2四半期  ―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2四半期  200,800株 20年3月期第2四半期  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２四半期連結累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を発端にした世界中での金融不

安によって世界経済が大混乱に陥り、株価が大幅に下落するなど景気が後退局面を迎える状況となりました。  

 わが国の介護業界を取り巻く環境については、高齢化率は推定通りの上昇を続け、平成24年からは団塊の世代が65

歳を迎えることもあり、平成27年には高齢化率が30％に達すると見込まれており、高齢者住宅市場はますます需要が

高まっていくものと思われます。 

 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によ

り、高い入居率を維持することが出来ました。  

 当第２四半期連結累計期間の「アミーユ」の展開につきまして、計５施設を開設し、当第２四半期連結会計期間末

の「アミーユ」の施設数は、直営127施設、ＦＣ21施設、合計148施設、総入居定員は7,799名となっております。な

お、積和サポートシステム株式会社を連結子会社としたことにより、これまでＦＣとしていた施設が18施設、直営の

扱いに変更となっています。また「Ｃアミーユ」は２件（223戸）を開設し、当第２四半期連結会計期間末の「Ｃア

ミーユ」の件数は５件、総入居定員は405名となっております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収入は12,772百万円、営業利益は1,884百万円、経常利益は1,774百万

円、四半期純利益は921百万円となりました。 

 部門別の業績は、以下のようになっております。 

【介護部門】 

 ・特定施設入居者生活介護事業 

   当第２四半期連結累計期間において、積和サポートシステム株式会社が連結子会社となったこと、新たに５施

  設の「アミーユ」を開設したこと、及び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11,535百万円となりました。 

 ・認知症対応型共同生活介護事業 

   当第２四半期連結累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ほぼ横ばいであったこ

  とにより営業収入は350百万円となりました。 

 ・高齢者専用賃貸住宅事業 

   当第２四半期連結累計期間において、関西地区に２件の「Ｃアミーユ」を新たに開設したことにより、営業収

  入は256百万円となりました。 

【給食部門】 

   当第２四半期連結累計期間において、「アミーユ」が５施設、「Ｃアミーユ」が２件を新たに開設したこと、

  およ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355百万円となりました。 

【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149百万円となりました。 

【ＦＣ部門】 

   当第２四半期連結累計期間において、積和サポートシステム株式会社が連結子会社となったことにより、同社

  に対するロイヤリティ収入等が発生しなくなったことにより、営業収入は118百万円となりました。 

【その他部門】 

  ほぼ横ばいに推移しており、営業収入は６百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、主として現金及び預金並びに新規施設建設に伴う建設仮勘定等の

増加により、前第１四半期連結会計期間末比1,955百万円増の19,377百万円となりました。負債につきましては、主

として長期借入金及び未払法人税等の増加により、1,868百万円増の6,220百万円となりました。純資産は、86百万円

増の13,157百万円となり、自己資本比率は70.0％となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 「Ｃアミーユ」の入居率が予定に届かなかったこと等により、平成20年８月11日に公表いたしました第２四半期連

結累計期間における実績が当初の予想より下回りました。しかしながら、「Ｃアミーユ」の入居率が回復傾向にある

こと、「Ｃアミーユ」の運営ノウハウの蓄積が進んでいるため、今後の開設施設については当初の予定より早く黒字

化が見込めそうなこと、積和サポートシステム株式会社を連結子会社としたことにより、若干の利益部分での貢献が

見込めそうなこと、さらに「アミーユ」においてさらなる効率化による利益上乗せを見込んでいるため、平成21年３

月期通期の業績予想は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。 

  

（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２四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）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。 



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 3,966,002 4,388,885

営業未収入金 3,666,547 3,200,764

前払費用 511,094 388,287

その他 244,320 244,471

貸倒引当金 △5,141 △1,964

流動資産合計 8,382,824 8,220,445

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,335,496 2,506,767

車両運搬具（純額） 51,290 54,661

工具、器具及び備品（純額） 245,870 242,832

土地 1,610,092 1,444,472

リース資産（純額） 16,017 －

建設仮勘定 850,229 1,060,615

有形固定資産合計 6,108,996 5,309,349

無形固定資産   

のれん 242,007 240,282

その他 329,821 313,735

無形固定資産合計 571,829 554,018

投資その他の資産   

差入保証金 3,690,474 3,167,230

その他 631,535 873,767

貸倒引当金 △7,793 △3,826

投資その他の資産合計 4,314,216 4,037,171

固定資産合計 10,995,042 9,900,539

資産合計 19,377,867 18,120,985



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 290,037 329,052

短期借入金 37,920 －

未払金 970,686 909,707

未払法人税等 904,924 1,034,626

賞与引当金 513,243 296,327

その他 1,259,218 1,343,229

流動負債合計 3,976,029 3,912,944

固定負債   

長期借入金 1,429,760 －

退職給付引当金 6,912 5,702

役員退職慰労引当金 34,735 38,159

長期預り保証金 759,940 948,447

その他 12,954 －

固定負債合計 2,244,303 992,309

負債合計 6,220,333 4,905,253

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 5,487,362 5,127,726

株主資本合計 13,580,032 13,220,396

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,002 △4,665

評価・換算差額等合計 △7,002 △4,665

少数株主持分 △415,496 －

純資産合計 13,157,533 13,215,731

負債純資産合計 19,377,867 18,120,985



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収入 12,772,235

営業原価 9,111,843

営業総利益 3,660,391

販売費及び一般管理費 1,775,551

営業利益 1,884,840

営業外収益  

受取利息 19,593

その他 4,276

営業外収益合計 23,870

営業外費用  

支払利息 5,016

持分法による投資損失 128,912

営業外費用合計 133,928

経常利益 1,774,782

特別損失  

固定資産除却損 1,267

特別損失合計 1,267

税金等調整前四半期純利益 1,773,514

法人税、住民税及び事業税 875,240

法人税等合計 875,240

少数株主損失（△） △23,601

四半期純利益 921,875



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 1,773,514

減価償却費 207,495

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,047

賞与引当金の増減額（△は減少） 188,109

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,209

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,423

持分法による投資損益（△は益） 128,912

受取利息及び受取配当金 △20,031

支払利息 5,016

固定資産除却損 1,267

売上債権の増減額（△は増加） △121,909

前払費用の増減額（△は増加） △19,584

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,330

仕入債務の増減額（△は減少） △64,874

未払金の増減額（△は減少） 21,975

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13,977

預り保証金の増減額（△は減少） △188,506

その他 64,403

小計 1,996,931

利息及び配当金の受取額 4,293

利息の支払額 △5,016

法人税等の支払額 △998,730

営業活動によるキャッシュ・フロー 997,478

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 △1,300,761

無形固定資産の取得による支出 △3,375

差入保証金の差入による支出 △287,050

差入保証金の回収による収入 3,109

投資有価証券の取得による支出 △411

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

122,148

長期貸付けによる支出 △147,000

その他 △874

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,614,214

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 760,000

長期借入金の返済による支出 △6,320

リース債務の返済による支出 △553

配当金の支払額 △559,273

財務活動によるキャッシュ・フロー 193,853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △422,882

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 3,766,002



（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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年９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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年９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。  

〔海外売上高〕 

 当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年９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。 

６．その他の情報 

該当事項はありません。  

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収入   11,193,752 100.0 

Ⅱ 営業原価   7,580,767 67.7 

営業総利益   3,612,984 32.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,543,254 13.8 

営業利益   2,069,730 18.5 

Ⅳ 営業外収益       

 １. 受取利息 15,211     

 ２. 雑収入 556 15,768 0.1 

Ⅴ 営業外費用       

 １. 持分法による投資損失 65,833 65,833 0.6 

経常利益   2,019,665 18.0 

Ⅵ 特別利益   － － 

Ⅶ 特別損失       

 １. 固定資産除却損 1,314 1,314 0.0 

税金等調整前中間純利益   2,018,351 18.0 

法人税、住民税及び事業
税 895,774     

法人税等調整額 － 895,774 8.0 

中間純利益   1,122,576 10.0 

       



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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  

税金等調整前中間純利益 2,018,351 

減価償却費 129,381 

貸倒引当金の減少額  △951 

賞与引当金の増加額  100,324 

退職給付引当金の増加額 1,102 

役員退職慰労引当金の減
少額 

△1,567 

受取利息 △15,211 

持分法による投資損失 65,833 

固定資産除却損 1,314 

売上債権の増加額  △220,542 

前払費用の増加額  △53,253 

たな卸資産の増加額 △2,335 

その他流動資産の減少額 293 

仕入債務の増加額  30,211 

未払金の減少額  △9,360 

未払費用の増加額 14,622 

前受金の増加額 12,237 

その他流動負債の増加額 21,092 

預り保証金の減少額  △218,654 

その他 48,879 

小計 1,921,769 

利息の受取額 65 

法人税等の支払額  △1,126,479 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 795,354 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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  

有形固定資産の取得によ
る支出 

△420,797 

無形固定資産の取得によ
る支出 

△17,716 

差入保証金の払込による
支出  

△170,767 

差入保証金の返還による
収入  97,156 

長期貸付による支出 △98,000 

その他 219 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△609,905 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

配当金の支払額 △467,695 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△467,695 

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 

△282,246 

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中間
期末残高 

3,874,256 

   



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）より、アミーユ事業（居宅介護部門 特定

施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム）、認知症対応型共同生活介護（グループホーム））及びＣアミー

ユ事業（高齢者専用賃貸住宅及び住宅型有料老人ホーム）の二事業区分に区分しております。 

アミーユ事業の営業収入及び営業利益の金額は、全セグメントの営業収入の合計及び営業利益の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はございません。  

  

〔海外売上高〕 

 前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）において、海外売上高がないため該当事項

はありません。 
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