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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）

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 29,176 ― 646 ― 557 ― △24 ―
20年3月期第2四半期 31,168 30.7 398 △16.1 288 △35.3 △134 ―

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 △1.83 ―
20年3月期第2四半期 △9.96 ―

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 11,723 2,969 23.8 206.85
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2四半期  2,794百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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  有   

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 55,095 △12.2 1,080 △1.7 814 △3.4 77 16.5 5.75

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）  有  

(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、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8月1日公表の業績予想は、平成20年11月１4日別途公表の「平成21年３月期第２四半期（連結・個別）業績予想との差異及び平成21年３月期通期（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 2 社 （社名
株式会社ライフコミューン、 株式会社ライフコミ
ューンパートナー

）

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 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2四半期 470,206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2四半期 13,509,833株 20年3月期第2四半期 13,511,237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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰、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に端を発した外資系大手金融機関の業績不振・財務体質の脆弱化等に起因す

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、円高進行による輸出企業への悪影響並びに原油・穀物等

の価格高騰、食品虚偽表示・事故米問題等食材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２四半期連結累計期間の売上高は、291億76百万円（前年同期比6.4％減）となりました。

これは主に株式会社ライフコミューン株式の譲渡に伴い、当第２四半期連結会計期間から株式会社ライフコミューン

を連結除外した事による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株式の譲渡によ

る同社関連ののれん償却負担の減少もあり、営業利益は６億46百万円（前年同期比62.4％増）、経常利益は５億57百

万円（前年同期比92.8増）、四半期純損失は株式会社ライフコミューン株式の譲渡による子会社株式売却損を特別損

失として計上した影響もあり24百万円となりました。 

（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セグメントを中心に、引き続き高シェアを維持

すべく、当社グループ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２四半期連結累計期間の売上高は、258億20百万円（前年同期比4.6％増）となりました。 

（介護サービス事業） 

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。 

しかしながら、当社グループは、前連結会計年度末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。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、財務健全性の向上として、選択と集中という観点で当社グループ事業

領域のあり方を再度見直した結果、平成20年８月１日付で公表済みである「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」及び平成20年９月12日付で公表

済みである「株式会社ライフコミューンの株式譲渡完了に関するお知らせ」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25億円で譲渡いたしました。 

本株式譲渡を通じて、第２四半期連結会計期間より株式会社ライフコミューンを連結除外しており、介護サービ

ス事業を廃止しております。  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、32億38百万円（前年同期比49.3％減）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５月31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、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２四半期連結累計期間の売上高は、１億17百万円（前年同期比25.5％増）となりました。 

  

なお、前年同期比については、参考数値として表記しております。 
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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２四半期連結累計期間末における総資産は、株式会社ライフコミューン株式の譲渡による同社関連の現預

金、固定資産等の連結除外などにより、前連結会計年度末から156億10百万円減少し117億23百万円となりました。

（負債） 

  当第２四半期連結累計期間末における負債は、短期借入金及び長期借入金の返済に加え、株式会社ライフコミ

ューン株式の譲渡による同社関連の有利子負債、長期前受金等の連結除外などにより、前連結会計年度末から152

億12百万円減少し87億53百万円となりました。 

（純資産） 

当第２四半期連結累計期間末における純資産は、前連結会計年度末から３億98百万円減少し29億69百万円となり

ました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主に株式会社ライフコミュ

ーン連結除外に伴う資金の減少もあり、前連結会計年度末比24億81百万円減少し、当第２四半期連結累計期間末で

は25億４百万円となりました。   

 当第２四半期連結累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） 

営業活動の結果得られた資金は、２億88百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失にのれん償

却額、減価償却費、株式会社ライフコミューン株式の譲渡による子会社株式売却損３億90百万円等を加えた資金の

源泉が９億52百万円（前年同期比2.4％増）、売上債権の増加額２億12百万円及び仕入債務の増加額１億77百万円

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、２億75百万円となりました。これは主に株式会社ライフコミューン株式の譲渡

による、子会社株式の売却収入２億26百万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） 

財務活動の結果使用した資金は、30億46百万円となりました。これは主に短期借入れ26億50百万円、株式会社ラ

イフコミューン株式の譲渡代金を主な原資とする、短期借入金の返済53億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日に公表済みである『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』及び平成20年９月12日付で公表済みである「株式会社ライフコミューン

の株式譲渡完了に関するお知らせ」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25億円で譲渡いたしました。 

本株式譲渡に伴い、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」及び平成20年11月14日に公表いたしました「平成21年３月期第２四半期（連結・個別）業績予想との差異及び

平成21年３月期通期（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。   

  

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） 

 当社は当第２四半期連結会計期間において、株式会社ライフコミューンの全株式を譲渡したため、同社及びそ

の子会社である株式会社ライフコミューンパートナーを連結の範囲から除外しております。  

なお、同社株式の譲渡契約日が平成20年８月８日であるため、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書につ

きましては、第１四半期連結会計期間を連結しております。 

  

（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。 
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（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 

（会計基準等の改正に伴う変更） 

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、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、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。   

 （追加情報） 

「継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況」の解消について 

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、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。当該状況により、前連結会計年度末において継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりました。 

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日に株式の受渡し及び決済を完了しております。 

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たことに加え、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たことによりキャッシュポジションを適正化できたものと考えており、当第２

四半期連結会計期間において「継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況」は解消したもの 

と判断しております。 

従いまして、前連結会計年度の連結財務諸表に注記しておりました「継続企業の前提に関する重要な疑義を

抱かせる事象又は状況」に関する注記については、当第２四半期連結会計期間における四半期連結財務諸表に

は注記しておりません。    
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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 2,504,949 5,186,864

受取手形及び売掛金 5,219,901 6,327,585

商品 41,742 35,074

原材料 144,372 167,661

その他 790,550 1,396,339

貸倒引当金 △21,493 △58,731

流動資産合計 8,680,022 13,054,794

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 416,032 4,216,386

減価償却累計額 △297,122 △1,160,483

建物及び構築物（純額） 118,909 3,055,902

土地 239,174 2,900,044

その他 243,199 1,264,591

減価償却累計額 △200,528 △831,795

その他（純額） 42,671 432,796

有形固定資産合計 400,756 6,388,743

無形固定資産   

のれん 1,682,560 4,629,916

その他 78,820 209,981

無形固定資産合計 1,761,380 4,839,897

投資その他の資産 881,241 3,050,893

固定資産合計 3,043,377 14,279,534

資産合計 11,723,400 27,334,328

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,178,781 2,455,458

短期借入金 1,150,000 5,150,000

未払金 2,124,170 2,436,565

未払法人税等 169,416 558,345

賞与引当金 898,801 831,574

入居金返金引当金 － 44,700

その他 1,189,016 4,668,952

流動負債合計 7,710,186 16,145,596

固定負債   

社債 － 540,000

長期借入金 1,013,008 3,598,206

長期前受金 － 3,134,010

その他 30,750 548,519

固定負債合計 1,043,758 7,820,735

負債合計 8,753,945 23,966,332
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（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) 

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 1,929,816 2,062,565

自己株式 △187,446 △187,260

株主資本合計 2,796,855 2,929,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,441 △634

評価・換算差額等合計 △2,441 △634

少数株主持分 175,040 438,840

純資産合計 2,969,454 3,367,996

負債純資産合計 11,723,400 27,334,328
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（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) 

売上高 29,176,379

売上原価 25,301,104

売上総利益 3,875,274

入居金返金引当金繰入額 44,100

差引売上総利益 3,831,174

販売費及び一般管理費 3,184,649

営業利益 646,525

営業外収益  

受取利息 4,076

受取配当金 186

受取手数料 11,255

その他 25,853

営業外収益合計 41,371

営業外費用  

支払利息 99,644

支払手数料 20,799

その他 10,403

営業外費用合計 130,847

経常利益 557,048

特別利益  

前期損益修正益 579

事業所閉鎖による収入 5,282

特別利益合計 5,862

特別損失  

子会社株式売却損 390,989

減損損失 28,577

その他 10,852

特別損失合計 430,418

税金等調整前四半期純利益 132,491

法人税、住民税及び事業税 178,020

法人税等調整額 △10,010

法人税等合計 168,009

少数株主損失（△） △10,852

四半期純損失（△） △24,665
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 13,052,328

売上原価 11,417,717

売上総利益 1,634,611

販売費及び一般管理費 1,221,800

営業利益 412,810

営業外収益  

受取利息 1,539

受取配当金 36

受取手数料 7,208

その他 2,478

営業外収益合計 11,261

営業外費用  

支払利息 30,978

支払手数料 20,799

その他 3,667

営業外費用合計 55,445

経常利益 368,626

特別利益  

事業所閉鎖による収入 5,228

その他 165

特別利益合計 5,394

特別損失  

子会社株式売却損 390,989

減損損失 9,188

その他 4,059

特別損失合計 404,237

税金等調整前四半期純損失（△） △30,216

法人税、住民税及び事業税 144,972

法人税等調整額 △140,346

法人税等合計 4,626

少数株主損失（△） △2,984

四半期純損失（△） △31,858
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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 132,491

減価償却費 99,804

減損損失 28,577

のれん償却額 300,552

貸倒引当金の増減額（△は減少） 214

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 △4,262

支払利息 99,644

子会社株式売却損益（△は益） 390,989

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,128

売上債権の増減額（△は増加） △212,336

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,291

長期前払費用の増減額（△は増加） 27,487

仕入債務の増減額（△は減少） 177,968

未払人件費の増減額（△は減少） 3,408

未払消費税等の増減額（△は減少） △60,706

未払金及び預り金の増減額（△は減少） △100,707

前受金の増減額（△は減少） 57,692

その他 △22,822

小計 924,815

利息及び配当金の受取額 4,071

利息の支払額 △94,519

法人税等の支払額 △545,806

営業活動によるキャッシュ・フロー 288,561

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 △9,954

投資有価証券の取得による支出 △29,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

226,913

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 4,097

敷金及び保証金の差入による支出 △19,374

敷金及び保証金の回収による収入 3,328

その他の支出 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー 275,563
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（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) 

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 2,650,000

短期借入金の返済による支出 △5,300,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,619

長期借入金の返済による支出 △296,225

自己株式の取得による支出 △186

配当金の支払額 △98,008

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,046,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,481,914

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 2,504,949
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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) 

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

 （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 

３．当第２四半期連結会計期間において、株式会社ライフコミューンの全株式を譲渡したため、介護サービス事

業における資産の金額が15,401,991千円減少しております。 

  

  （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 
 25,820,259  3,238,940  117,179  29,176,379  －  29,176,379

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 321,347  －  3,806  325,153  (325,153)  －

計  26,141,607  3,238,940  120,985  29,501,532  (325,153)  29,176,379

営業利益又は営業損失

(△) 
 1,032,059  △485  △60,185  971,389  (324,863)  646,525

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

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。 
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６．その他の情報  

株式会社小野寺事務所による当社株券等に関する公開買付けについて 

（１）公開買付けに関する意見の内容及び理由 

当社は、平成20年10月20日開催の取締役会において、株式会社小野寺事務所による下記内容の当社普通株式（但

し、自己株式を除きます。）及び新株予約権に対する公開買付けについて、賛同の意見を表明することを決議しま

した。 

当社は、公開買付けの是非及び買付価格を含む諸条件等について慎重に協議・検討した結果、公開買付けが当社

の中長期的かつ持続的な企業価値の向上に資するものであるとともに、買付価格その他の諸条件は妥当であり、当

社の株主に対して合理的な価格により当社株式の売却機会を提供するものであると判断しました。 

（２）公開買付者の概要   

  
（３）公開買付の概要 

① 買付を行う株券等の種類 

 ａ）普通株式 

ｂ）新株予約権 

② 買付予定の株券等の数 

 ③ 公開買付期間 

平成20年10月22日（水曜日）から平成20年12月４日（木曜日）まで（30営業日） 

 ④ 買付価格 

ａ）普通株式  １株につき金500円 

ｂ）新株予約権 １個につき金１円 

（４）上場廃止となる見込みがある旨 

公開買付者は、本公開買付けにおいて取得する株式数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果、ジャ

スダック証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。ま

た、当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は本公開買付けの終了後に、公開買付者を除く当社の株主に対し

て当社株式の売却機会を提供しつつ、公開買付者が、当社の発行済株式（自己株式を除きます。）及び新株予約権

の全てを所有することとなるよう一連の手続を企図しておりますので、その場合には当社の株券は上場廃止となり

ます。  

  

(1) 商号 株式会社小野寺事務所 

(2) 主な事業内容 株式会社ＬＥＯＣ株式の取得、保有 

(3) 設立年月日 平成20年９月24日 

(4) 本店所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役 小野寺 裕司 

(6) 資本金の額 500千円 

(7) 大株主及び持株比率 小野寺 裕司 100.00％ 

(8) 買付者と当社の関係等 資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 当社の代表取締役社長である小野寺裕司が、公開

買付者の代表取締役を兼務しております。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

株式に換算した買付予定数 
株式に換算した買付予定数 

（下限） 

株式に換算した買付予定数 

（上限） 

9,193,000（株） 9,193,000（株） －（株）
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「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 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  
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 売上高       31,168,740  100.0

Ⅱ 売上原価       26,877,637  86.2

売上総利益       4,291,103  13.8

入居金返金引当金戻入益       11,820  0.0

入居金返金引当金繰入額       30,000  0.1

差引売上総利益       4,272,923  13.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費                

 １．役員報酬  173,590           

 ２．給与手当  1,297,221           

 ３．賞与  141,977           

 ４．法定福利費  197,993           

 ５．のれん償却額  494,419           

 ６．その他  1,569,683  3,874,885  12.4

営業利益       398,037  1.3

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息配当金  10,985           

２．保険配当金  7,548           

３．受取手数料  8,287           

４．協賛金収入  2,496           

５．賃貸料収入  7,433           

６．法人税等還付加算金   10,367           

７．その他  11,608  58,727  0.2

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  141,320           

２．その他  26,561  167,882  0.6

経常利益       288,883  0.9

Ⅵ 特別利益                

１．貸倒引当金戻入益  187,847           

２．保険解約返戻金  37,488           

３．その他   3,358  228,694  0.7

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産除売却損  60,416           

２．減損損失  186,596           

３．施設等閉鎖損失  100,725           

４．その他  1,703  349,441  1.1

税金等調整前中間純利益       168,136  0.5

法人税、住民税及び事業
税  350,205           

法人税等調整額 △6,756  343,449  1.1

少数株主利益       40,758  0.2

中間純損失（△）       △134,554 △0.4
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（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  168,136

減価償却費  185,468

減損損失   186,596

のれん償却額   494,419

貸倒引当金の増減額  △188,097

入居金返金引当金の増加額  5,280

受取利息及び受取配当金 △10,985

支払利息   141,320

有形固定資産除売却損  60,416

売上債権の増加額  △188,422

たな卸資産の減少額   11,078

仕入債務の増加額   187,575

人件費債務の増加額   137,544

未払金、預り金及び前受金の減少額 △120,106

未払消費税等の減少額 △38,181

その他   195,729

小計  1,227,772

利息及び配当金の受取額   10,985

利息の支払額  △138,197

法人税等の支払額  △203,505

法人税等の還付額  261,951

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,159,006

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入れによる支出  △400,000

定期預金の払戻しによる収入   100,000

有形固定資産の取得による支出  △87,814

有形固定資産の売却による収入  100

無形資産の取得による支出 △35,478

 投資有価証券の取得による支出   △120,500

短期貸付金の回収による収入   3,470

長期貸付けによる支出 △15,000

長期貸付金の回収による収入    14,808

敷金保証金の拠出による支出  △10,278

資金保証金の返還による収入   122,989

投資活動によるその他の支出  △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △427,708
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（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  
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）

Ⅲ 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  2,425,000

短期借入金の返済による支出  △4,225,000

長期借入れによる収入  1,950,000

長期借入金の返済による支出  △1,818,104

社債の償還による支出 △357,500

自己株式の取得による支出  △2

親会社による配当金の支払額  △107,787

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,133,394

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △1,402,096

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中間期末残高  5,346,877
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（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）  

 （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 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は287,615千円であり、その主なも

のは、当社におけるグループ全体の管理業務に係る費用であります。  

  

  （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 
 24,690,560  6,384,828  93,351  31,168,740  －  31,168,740

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 623,410  －  －  623,410  (623,410)  －

計  25,313,970  6,384,828  93,351  31,792,151  (623,410)  31,168,740

営業費用   24,608,465  6,429,957  69,972  31,108,395  (337,691)  30,770,703

営業利益又は営業損失

(△) 
 705,504  △45,128  23,379  683,756  (285,718)  398,037

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  

〔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） 

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。 

  

  

〔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） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

                                                             ㈱ＬＥＯＣ　（2366）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

16




