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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 1,295 ― 66 ― 42 ― △1,141 ―
20年3月期第2四半期 1,336 △0.9 206 △44.6 185 △42.6 110 △39.1

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 △139,685.90 ―
20年3月期第2四半期 14,326.31 ―

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 10,898 401 3.7 39,564.79
20年3月期 12,264 1,244 10.1 160,781.85

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  401百万円 20年3月期  1,244百万円

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 ― ― ― 1,250.00 1,250.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 2,658 △1.1 122 △55.9 71 △68.2 △1,055 ― △115,248.35

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  無  

(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、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) 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  10,140株 20年3月期  7,740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（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  8,173株 20年3月期第2四半期  7,740株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は様々な要因により予想値と異
なる可能性があります。 
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。  
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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 777,676 938,349

営業未収入金 192,857 209,343

商品 441 448

その他 82,277 139,789

流動資産合計 1,053,251 1,287,931

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,009,942 7,644,270

土地 2,158,142 2,450,070

その他（純額） 381,800 391,130

有形固定資産合計 9,549,885 10,485,471

無形固定資産 51,033 38,325

投資その他の資産 244,040 452,615

固定資産合計 9,844,959 10,976,413

資産合計 10,898,211 12,264,344

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,345 5,797

短期借入金 992,679 1,075,670

1年内返済予定の長期借入金 373,728 373,728

1年内償還予定の社債 51,000 51,000

入居金預り金 873,808 894,073

介護料預り金 80,388 78,457

賞与引当金 64,882 32,582

その他 282,127 306,421

流動負債合計 2,724,957 2,817,729

固定負債   

社債 73,500 99,000

長期借入金 893,354 1,080,218

長期入居金預り金 5,896,833 6,152,130

長期介護料預り金 620,567 640,404

退職給付引当金 39,157 36,674

修繕引当金 168,903 154,379

役員退職慰労引当金 30,189 26,293

その他 49,561 13,063

固定負債合計 7,772,066 8,202,163

負債合計 10,497,024 11,019,892
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 636,300 486,300

資本剰余金 516,300 366,300

利益剰余金 △750,973 400,354

株主資本合計 401,626 1,252,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △440 △8,503

評価・換算差額等合計 △440 △8,503

純資産合計 401,186 1,244,451

負債純資産合計 10,898,211 12,264,344
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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 1,295,253

売上原価 1,042,313

売上総利益 252,940

販売費及び一般管理費 186,720

営業利益 66,219

営業外収益  

受取利息 2,691

受取配当金 12

受取手数料 5,187

受取賃貸料 8,841

保険解約返戻金 13,887

その他 4,294

営業外収益合計 34,914

営業外費用  

支払利息 33,275

長期前払費用償却 19,857

その他 5,166

営業外費用合計 58,299

経常利益 42,834

特別損失  

前期損益修正損 38,590

減損損失 760,819

投資有価証券評価損 53,584

出資金評価損 26,000

貸倒引当金繰入額 205,000

その他 2,676

特別損失合計 1,086,669

税引前四半期純損失（△） △1,043,835

法人税、住民税及び事業税 2,496

過年度法人税等 16,116

法人税等調整額 79,204

法人税等合計 97,817

四半期純損失（△） △1,141,652
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 640,474

売上原価 508,744

売上総利益 131,730

販売費及び一般管理費 90,144

営業利益 41,585

営業外収益  

受取利息 1,158

受取手数料 2,501

受取賃貸料 4,420

保険解約返戻金 13,887

その他 2,095

営業外収益合計 24,062

営業外費用  

支払利息 17,248

長期前払費用償却 9,928

その他 1,656

営業外費用合計 28,833

経常利益 36,814

特別損失  

減損損失 760,819

投資有価証券評価損 53,584

出資金評価損 26,000

貸倒引当金繰入額 205,000

その他 22

特別損失合計 1,045,425

税引前四半期純損失（△） △1,008,610

法人税、住民税及び事業税 2,217

過年度法人税等 △3,392

法人税等調整額 113,073

法人税等合計 111,899

四半期純損失（△） △1,120,509
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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  

税引前四半期純損失（△） △1,043,835

減価償却費 174,929

長期前払費用償却額 19,857

減損損失 760,819

貸倒引当金の増減額（△は減少） 205,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 32,300

修繕引当金の増減額（△は減少） 14,524

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,896

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,482

受取利息及び受取配当金 △2,703

支払利息 33,275

雑損失 1,115

投資有価証券評価損益（△は益） 53,584

関係会社株式評価損 2,646

出資金評価損 26,000

有形固定資産売却損益（△は益） 22

有形固定資産除却損 7

前期損益修正損益（△は益） 38,590

売上債権の増減額（△は増加） 16,485

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,961

仕入債務の増減額（△は減少） 547

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減
少）

△293,467

未払金の増減額（△は減少） △10,729

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,157

前受金の増減額（△は減少） 54,638

その他 △23,447

小計 39,420

利息及び配当金の受取額 2,703

利息の支払額 △32,366

法人税等の支払額 △64,140

営業活動によるキャッシュ・フロー △54,384
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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) 

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 △10,700

有形固定資産の取得による支出 △141,471

有形固定資産の売却による収入 76

無形固定資産の取得による支出 △1,200

貸付けによる支出 △172

貸付金の回収による収入 74,004

出資金の売却による収入 4,000

差入保証金の差入による支出 △20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,463

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 600,000

短期借入金の返済による支出 △682,991

長期借入金の返済による支出 △186,864

社債の償還による支出 △25,500

株式の発行による収入 298,885

配当金の支払額 △9,667

リース債務の返済による支出 △1,811

割賦債務の返済による支出 △1,971

その他 △905

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △160,673

現金及び現金同等物の期首残高 938,349

現金及び現金同等物の四半期末残高 777,676
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