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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 17,670 24.2 978 54.5 960 59.1 487 70.8
20年3月期第2四半期 14,222 23.2 633 ― 603 ― 285 ―

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 76.08 ―

20年3月期第2四半期 44.66 ―

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 13,549 2,847 21.0 444.41
20年3月期 12,009 2,456 20.5 383.33

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,847百万円 20年3月期  2,456百万円

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  

（注）20年3月期期末配当金の内容 記念配当5円00銭  

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 20.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 37,303 24.2 1,692 36.9 1,643 38.6 798 45.4 124.59

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  有  

(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。  

(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、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。  

(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 有

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  6,408,000株 20年3月期  6,408,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  158株 20年3月期  158株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  6,407,842株 20年3月期第2四半期  6,390,502株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
1.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ



り、上記予想数値と異なる場合があります。 
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

(1)業績の状況

 当第２四半期累計期間のわが国経済は、原油や素材価格の高騰、サブプライムローン問題に端を発した金融・資本市

場の混乱、海外経済の後退などから、景気の減速傾向が強まってまいりました。

介護業界におきましては、介護事業者は法令遵守と継続的に健全な運営を確保できる仕組み作り、並びに安定的な収

益基盤の確立が求められています。

　このような状況のもと、当社は内部監査体制を強化すると共に、金融商品取引法による内部統制の体制を整え、運

用を開始しております。また、営業活動を強化し収益改善に取り組んでまいりました。

　当第2四半期累計期間において、在宅介護事業につきましては、利用者の確保に努め、前期までに開設しましたデイ

サービスセンターの利用率を引き上げて収益改善を図りました。またデイサービスセンター３ヵ所とグループホーム

１ヵ所を新たに開設致しました。

有料老人ホーム事業につきましては、入居者の確保に努め、前期までに開設した有料老人ホームの入居率を引き上げ

て収益改善を図りました。

　人材派遣事業につきましては、営業拠点を拡大するため、北海道旭川市、愛知県豊橋市、佐賀県佐賀市など18ヵ所

の事業所を開設いたしました。

  これによりまして、当第2四半期累計期間末における当社の事業所数は、47都道府県409ヵ所となりました。

　以上の結果、当第2四半期累計期間における売上高は17,670百万円（前年同期比24.2％増）、営業利益は978百万円

（前年同期比54.5％増）、経常利益は960百万円（前年同期比59.1％増）、四半期純利益は487百万円（前年同期比

70.8％増）となりました。

事業部門別に見てみますと、在宅介護事業の売上高は12,788百万円（前年同期比8.9％増）、有料老人ホーム事業の売

上高は1,941百万円（前年同期比106.8％増）、人材派遣事業の売上高は2,926百万円（前年同期比91.4％増）、その他

事業の売上高は13百万円（前年同期比0.1％減）となりました。

(通期業績の見通し)

　在宅介護事業につきましては、訪問介護や訪問入浴を提供している既存ヘルパーステーションの職場環境の改善と

サービスの複合化により安定的な収益を確保するため、デイサービスセンターなど49ヵ所の新設と既存ヘルパーステー

ション13ヵ所の移転統合(事業所数の減少)を計画しております。有料老人ホームにつきましては２施設、人材派遣事

業につきましては24ヵ所の事業所の新規設備投資を計画し、事業を拡大してまいります。

　以上の取組みにより、通期の売上計画につきましては、在宅介護事業で26,244百万円（前期比10.0％増）、有料老

人ホーム事業で4,274百万円（前期比79.5％増）、人材派遣事業で6,757百万円（前期比80.1％増）、その他事業で25

百万円（前期比6.2％減）、合計で37,303百万円（前期比24.2％増）を予想しております。

　損益計画につきましては、営業利益1,692百万円（前期比36.9％増）、経常利益1,643百万円（前期比38.6％増）、

当期純利益798百万円（前期比45.4％増）を予想しております。

 

２．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

　当第2四半期会計期間末における総資産については、前期末に比べ総資産が1,540百万円増加し13,549百万円となり

ました。主な増加要因は、現金及び預金の増加525百万円、売掛金の増加319百万円、長期貸付金（建設協力金等）の

増加197百万円等であります。

  負債は前期末に比べ1,148百万円増加し10,701百万円となりました。主な増減要因は、短期借入金の増加700百万円、

未払金の増加214百万円、長期前受金の増加175百万円等に対し、1年内返済予定の長期借入金の減少195百万円等の結

果であります。

  純資産は前期末に比べ 391百万円増加し2,847百万円となりました。主な増減要因は四半期純利益による増加487百

万円、配当金等の支払による減少96百万円等であります。

   (2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は1,165百万円と、前事業年度

末に比べ193百万円の増加となりました。　

　　当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、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）

－ 1 －



　当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は528百万円となりました。これは主に、税引前四半期

純利益の計上959百万円、長期前受金の増加175百万円、未払金の増加154百万円等に対し、法人税等の支払額565百万

円、売上債権の増加319百万円等の結果であります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は831百万円となりました。これは主に、貸付（建設協

力金）による支出432百万円、および有料老人ホームの入居金の保全預金の担保差入れによる支出331百万円によるも

のであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は497百万円となりました。これは主に、短期借入金の

純増減額700百万円、長期借入による収入600百万円に対し、長期借入金の返済による支出657百万円等によるものであ

ります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、平成20年９月10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

　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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。

（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従来、人材派遣事業の支店において発生する経費は、販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、第１四

半期会計期間より売上原価に計上する方法に変更いたしました。この変更は、人材派遣事業の規模拡大に伴い、原

価管理体制の明確化を図るとともに、売上と売上原価の対応をより適正に表示するために行ったものでありま

す。

　この変更により、従来の方法と比べ当第２四半期累計期間の売上原価は477,957千円増加し、売上総利益および

販売費及び一般管理費はそれぞれ同額減少しております。

－ 2 －



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 1,952,171 1,426,687

売掛金 3,737,908 3,418,853

貯蔵品 32,402 27,298

前払費用 488,233 378,554

繰延税金資産 206,389 206,389

短期貸付金 208,680 143,529

未収入金 483,339 443,822

立替金 37,059 22,250

その他 7,108 13,277

貸倒引当金 △24,000 △18,500

流動資産合計 7,129,294 6,062,163

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 457,440 482,911

構築物（純額） 23,362 24,725

車両運搬具（純額） 216 247

工具、器具及び備品（純額） 27,549 29,316

土地 148,704 148,704

建設仮勘定 17,400 －

有形固定資産合計 674,674 685,906

無形固定資産   

借地権 23,140 23,140

ソフトウエア 21,291 24,374

電話加入権 6,021 6,021

ソフトウエア仮勘定 183,846 42,307

その他 4,347 4,546

無形固定資産合計 238,647 100,390

投資その他の資産   

長期貸付金 3,172,900 2,975,508

従業員に対する長期貸付金 116,777 125,927

長期前払費用 700,601 624,695

繰延税金資産 65,910 65,910

敷金及び保証金 1,447,874 1,365,139

その他 2,699 3,396

投資その他の資産合計 5,506,763 5,160,578

固定資産合計 6,420,085 5,946,874

資産合計 13,549,380 12,009,037

2008/11/07 9:52:03
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,892 11,165

短期借入金 700,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,009,079 1,204,565

1年内償還予定の社債 1,100,000 100,000

未払金 2,153,610 1,938,759

未払費用 54,882 51,688

未払法人税等 519,514 614,593

前受金 586,039 531,923

預り金 245,263 214,246

賞与引当金 408,715 290,512

流動負債合計 6,787,997 4,957,454

固定負債   

社債 300,000 1,350,000

長期借入金 1,856,176 1,716,380

長期前受金 1,495,301 1,319,880

長期預り保証金 70,690 51,483

退職給付引当金 187,355 157,541

その他 4,166 －

固定負債合計 3,913,690 4,595,284

負債合計 10,701,687 9,552,739

純資産の部   

株主資本   

資本金 814,625 814,625

資本剰余金 833,825 833,825

利益剰余金 1,199,355 807,960

自己株式 △112 △112

株主資本合計 2,847,693 2,456,298

純資産合計 2,847,693 2,456,298

負債純資産合計 13,549,380 12,009,037

2008/11/07 9:52:03
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 17,670,067

売上原価 15,526,556

売上総利益 2,143,511

販売費及び一般管理費 1,164,686

営業利益 978,825

営業外収益  

受取利息 30,025

助成金収入 10,891

その他 4,365

営業外収益合計 45,283

営業外費用  

支払利息 44,661

社債利息 8,758

その他 10,572

営業外費用合計 63,992

経常利益 960,116

特別損失  

固定資産除却損 319

特別損失合計 319

税引前四半期純利益 959,796

法人税等 472,284

四半期純利益 487,512

2008/11/07 9:52:03
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 959,796

減価償却費 39,364

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 118,203

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,814

受取利息及び受取配当金 △30,026

支払利息 44,661

社債利息 8,758

シンジケートローン手数料 2,000

有形固定資産除却損 319

売上債権の増減額（△は増加） △319,054

未収入金の増減額（△は増加） △39,578

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,104

その他の流動資産の増減額（△は増加） △115,174

仕入債務の増減額（△は減少） △272

未払金の増減額（△は減少） 154,934

長期前受金の増減額（△は減少） 175,421

長期預り保証金の増減額（△は減少） 19,207

その他の流動負債の増減額（△は減少） 66,780

その他の固定負債の増減額（△は減少） 4,166

小計 1,119,716

利息及び配当金の受取額 29,912

利息の支払額 △55,370

法人税等の支払額 △565,933

営業活動によるキャッシュ・フロー 528,323

投資活動によるキャッシュ・フロー  

預金の担保差入れによる支出 △331,528

有形固定資産の取得による支出 △5,699

無形固定資産の取得による支出 △81,272

敷金及び保証金の差入による支出 △85,725

敷金及び保証金の回収による収入 720

貸付けによる支出 △432,716

貸付金の回収による収入 105,400

その他 △657

投資活動によるキャッシュ・フロー △831,476

2008/11/07 9:52:03
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（単位：千円）

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

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 700,000

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △657,690

社債の償還による支出 △50,000

配当金の支払額 △95,200

財務活動によるキャッシュ・フロー 497,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 193,955

現金及び現金同等物の期首残高 971,678

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,165,634

2008/11/07 9:52:03
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　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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

科目

 
前中間会計期間

（自平成19年４月１日
至平成19年９月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高  14,222,681

Ⅱ　売上原価  12,382,833

売上総利益  1,839,847

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,206,464

営業利益  633,382

Ⅳ　営業外収益  33,990

Ⅴ　営業外費用  63,737

経常利益  603,635

Ⅵ　特別損失  603

　税引前中間純利益  603,031

  法人税、住民税及び事業税 364,803  

法人税等調整額 △47,201 317,601

中間純利益  285,430
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（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  

　税引前中間純利益 603,031

　減価償却費　 39,518

　賞与引当金の増加額　 57,113

　退職給付引当金の増加額 24,462

　貸倒引当金の増加額 6,500

　受取利息及び受取配当金 △22,139

　支払利息　 46,957

　社債利息　 5,252

　社債発行費 6,341

　シンジケートローン手数料　 2,032

　有形固定資産除却損 603

　売上債権の増加額　 △277,881

　未収入金の増加額　 △6,519

　たな卸資産の減少額　 154

　その他流動資産の増加額 △95,405

　仕入債務の増加額　 222

　未払金の増加額　 166,351

　長期前受金の増加額　 52,173

　長期預り保証金の増加額　 3,266

　その他流動負債の増加額　 80,041

小計 692,077

　利息及び配当金の受取額 22,098

　利息の支払額　 △51,106

　法人税等の支払額 △240,507

営業活動によるキャッシュ・フロー 422,561

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　預金の担保預入れによる支出 △29,300

　有形固定資産の取得による支出　 △6,924

　無形固定資産の取得による支出　 △8,552

　敷金及び保証金の差入による支出 △44,885

　敷金及び保証金の返還による収入　 5,807

　貸付による支出 △376,573

　貸付の回収による収入　 84,802

　その他　 7,346

投資活動によるキャッシュ・フロー △368,279
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前中間会計期間
（自平成19年４月１日
至平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金純増減額 △600,000

　長期借入金の借入による収入 700,000

　長期借入金の返済による支出 △586,982

　社債の発行による収入 493,658

　株式の発行による収入　 8,750

　配当金の支払額　 △63,351

　自己株式の取得による支出　 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,966

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増加額 6,315

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 977,561

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 983,877

６．その他の情報

（重要な後発事象）　

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１. 取得の理由

　当社の事業の３本柱の一つである有料老人ホーム事

業について、引き続き需要の増加が見込まれるため、

今後の事業展開を考慮し、神奈川県相模原市に自社の

有料老人ホーム建設用の土地を取得するものでありま

す。 

２．取得資産の内容

　土地

　所在地：相模原市富士見一丁目5330番２

　面　積：1,650㎡ 

　取得価格：580,492千円 

３．取得先の概要

氏名 吉本　すま子

当社との関係 代表取締役社長津久井督六の長女 

４．取得の日程

　平成20年10月22日 取締役会決議

　平成20年10月31日 契約締結

　平成20年10月31日 引渡し 

５．今後の見通し

　当該固定資産の取得による今期業績に与える影響は

軽微であります。

－ 3 －
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