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特別損失の計上、平成 21 年３月期第２四半期累計期間および 
通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ 

 
当社は、下記のとおり特別損失を計上することとなりましたので、その概要をお知らせいたします。

これに伴い、平成 20 年５月 15 日付の「平成 20 年３月期決算短信」にて発表いたしました平成 21 年

３月期第２四半期累計期間（平成 20 年４月 1 日～平成 20 年９月 30 日）および通期（平成 20 年４月

１日～平成 21 年３月 31 日）の業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。 
また、以上の状況に鑑みまして、期末配当予想を修正いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
１．特別損失の計上とその内容 

当社は、特別損失の発生について平成 20 年 10 月 15 日に「出資先企業の民事再生申立による

特別損失（平成 21 年３月期第２四半期末の有価証券評価損）の発生に関するお知らせ」として公

表いたしておりますが、当社の平成 21 年３月期第２四半期会計期間（平成 20 年７月１日～平成

20 年９月 30 日）において、介護付有料老人ホーム事業の将来キャッシュフローの再検討を行い、

その結果２施設の減損損失 760 百万円を計上し、また、医療機関併設型の高齢者専用賃貸住宅事

業を目的に、経営支援を行ってきた医療法人に対する投融資につきましても、当初計画の見直し

が避けられない状況となり、減損損失および貸倒引当金の合計 231 百万円の損失処理を実施し、

それに加えて税効果区分の見直しを行い、その結果 1,120 百万円の四半期純損失を計上すること

になりました。 

 

２．業績予想の修正 

（金額の単位：百万円） 

 （１）平成 21 年３月期第２四半期累計期間業績予想数値の修正（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1 株当り 

四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 1,396 116 84 46 5,978 円 29 銭

今回修正予想（Ｂ） 1,295 66 42 △1,141 △139,685 円 89 銭

増 減 額（Ｂ－Ａ） △101 △50 △42 △1,187 △145,664 円 18 銭

増   減   率（％） △7.2 △43.1 △50.0 ― ―

（ご参考） 

前期実績（平成 19年 9月中間期） 
1,336 206 185 110 14,326 円 31 銭

 

 

 

 

 



 

 （２）平成 21 年３月期通期業績予想数値の修正（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当り 

当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 2,791 238 180 100 12,919 円 90 銭

今回修正予想（Ｂ） 2,658 122 71 △1,055 △115,248 円 35 銭

増 減 額（Ｂ－Ａ） △133 △116 △109 △1,155 △128,168 円 25 銭

増   減   率（％） △4.7 △48.7 △60.6 ― ―

（ご参考） 

前期実績（平成 20 年３月期） 
2,687 278 225 120 15,551 円 29 銭

 

３．修正の理由 

  平成 21 年３月期第 2 四半期累計期間（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日）において新

規入居獲得は当初予算に対し遅れがあり、売上高は 92.8％、営業利益は 56.9％、経常利益は 50.0％
と当初予算を下回っておりますが、第３、第４四半期会計期間において営業部門のみではなく各

施設、本社管理部門含めた全社での入居促進により、売上高は当初予算に対し 95.2％を達成して

まいります。各施設における要介護認定者数の増加に対応する介護職員体制強化、本社機能強化

のため、本社財務経理、新規事業推進部門の強化等を行い人件費が予算を 3.5％上回りましたが、

施設運営経費の節約により、通期の営業利益は約 51.3％、経常利益は約 39.4％の予算達成の見込

みとなりました。さらに、前記「１．特別損失の計上とその内容」に記載しましたとおり、平成

21年３月期第２四半期会計期間において減損損失および貸倒引当金を計上することにより第２四

半期累計期間および通期業績予想数値の修正をするものであります。 
 

４．配当予想修正の理由 
 当社は、前述の「１．特別損失の計上とその内容」および「２．業績予想の修正」並びに「３．

修正の理由」でお知らせいたしましたように厳しい経営環境にあり、誠に遺憾ながら配当予想に

つきまして、平成 21 年 3 月期の一株当たり期末配当金を 1,250 円から、無配に修正いたしますの

で、お知らせいたします。 
当社は配当金支払いを行うべく鋭意検討いたしましたが、前述の通り当第２四半期決算では予

想以上に当社既存２施設の資産評価損が大きく、その他の減損等と合わせて多大な損失を計上す

ることとなりましたため、業績回復のための来期の経営原資として内部留保を優先させていただ

くことを、本日の取締役会において決議いたしました。株主の皆様には、ご期待に反し、ご迷惑

をおかけすることになり、心よりお詫び申し上げます。今後、復配を実現できるよう、全役員、

従業員総勢で業績の回復に取り組む所存です。 
  平成 21 年 3 月期配当予想の修正（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日） 

基準日 第２四半期末 第３四半期末 期 末 年 間 
前回予想 
（平成 20 年８月５日発表） 

－円－銭 －円－銭 1,250 円－銭 1,250 円－銭 

今回修正予想 －円－銭 －円－銭    －円－銭   －円－銭 
（ご参考） 
前期（平成 20 年 3 月期）実績 

－円－銭 －円－銭 1,250 円－銭 1,250 円－銭 

                                                   

※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、実際の業績

は、今後の様々な要因により上記予想数値と異なる可能性があります。 
 

以上 


