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1.  20年10月期の連結業績（平成19年11月1日～平成20年10月31日） 

 （注） 当社は平成19年10月期より連結財務諸表の作成を開始しております。そのため、平成19年10月期の対前期増減率については記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年10月期 5,763 5.5 149 145.1 144 121.7 247 371.8
19年10月期 5,465 ― 60 ― 65 ― 52 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年10月期 10,000.25 ― 20.1 5.3 2.6
19年10月期 2,230.20 ― 6.1 2.9 1.1

（参考） 持分法投資損益 20年10月期  ―百万円 19年10月期  ―百万円

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

20年10月期 3,131 1,490 47.6 60,238.54
19年10月期 2,288 969 42.4 39,205.83

（参考） 自己資本   20年10月期  1,490百万円 19年10月期  969百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年10月期 161 201 △88 889
19年10月期 137 △113 171 614

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

19年10月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―

20年10月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00 24 10.0 2.0

21年10月期 
（予想）

― ― ― 1,000.00 1,000.00 ――― 24.7 ―――

3.  21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期連結累計期間 3,000 6.0 55 6.1 50 2.2 20 △89.9 808.41
通期 6,400 11.0 210 40.8 200 38.7 100 △59.6 4,042.04
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年10月期  24,740株 19年10月期  24,740株

② 期末自己株式数 20年10月期  ―株 19年10月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年10月期の個別業績（平成19年11月1日～平成20年10月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年10月期 5,759 5.4 154 118.5 146 106.5 244 319.4
19年10月期 5,463 3.3 70 ― 70 ― 58 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年10月期 9,882.52 ―

19年10月期 2,478.97 ―

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

20年10月期 3,137 1,496 47.7 60,503.89
19年10月期 2,296 979 42.7 39,588.92

（参考） 自己資本 20年10月期  1,496百万円 19年10月期  979百万円

2.  21年10月期の個別業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
 上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報をもとに作成しており、実際の実績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

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

第2四半期累計期間 3,000 6.1 55 △0.3 50 △0.6 20 △89.7 808.41
通期 6,400 11.1 210 35.5 200 36.8 100 △59.1 4,042.04
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（当期の経営成績） 

 当連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰、サブプライムローン問題に端を発した米

国経済の減速、急激な株安・円高等に伴い、企業の設備投資や個人消費が減少し、景気後退感が強まる

状況となりました。 

 介護業界におきましては、介護サービスの質の向上と法令順守の徹底が求められる一方、介護に携わ

る有資格者不足が続くなど、業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況で推移しました。 

 このような状況のもと、当社グループにおきましては当期を「100年企業の礎の年」と位置づけ、全

社一丸となって業績の向上に努めてまいりました。教育研修においてカリキュラムや研修内容を充実さ

せ、介護サービスの質の向上と法令順守の徹底を図ってまいりました。また、従業員の待遇改善のため

の諸施策を実施するなど従業員のモチベーションの向上に注力するとともに、営業管理体制の強化及び

業務の効率化への取り組みなども積極的に行なってまいりました。 

 訪問介護事業におきましては、名古屋鉄道株式会社の協力のもと名古屋地区に進出するなど営業基盤

拡大のための積極的な新規出店と不採算店の統廃合を行うとともに、介護サービス提供者の確保と新規

ご利用者獲得に全力を注ぎ、売上の拡大を図ってまいりました。施設介護事業におきましては、早期満

床と満床の維持のため、魅力ある施設環境作りに注力いたしました。介護周辺新規事業も積極的に展開

し、大阪府北部の千里・吹田地区において地域高齢者の足としての、高齢者向け無料バス「マイタウン

バス」の運行を開始いたしました。 

 なお、当連結会計期間の新設店舗は、訪問介護事業所８店舗、グループホーム１店舗、デイサービス

センター１店舗であります。 

 また、当連結会計期間において、当社が保有する投資有価証券の一部を売却し、325百万円の投資有

価証券売却益を計上しております。 

 これらの結果、当連結会計期間の連結売上高は、5,763百万円（前期比5.5％増）、連結営業利益149

百万円（前期比145.1％増）、連結経常利益144百万円（前期比121.7％増）、連結当期純利益247百万円

（前期比371.8％増）と増収増益となり累積損失の解消が図れました。 

 （次期の見通し） 

 今後のわが国の経済は、米国のサブプライム問題に端を発した金融危機が実態経済に波及し、停滞か

ら後退局面に入るものと思われます。このような状況の中、介護業界は急速な高齢化に伴い、今後もマ

ーケットの伸びは継続的に推移するものの、厳しい経営環境が継続するものと思われます。 

 当社グループといたしましては、「いい会社を創ろう」のスローガンのもと、従業員・顧客・株主の

満足度をより高め「100年企業」を目指してまいります。そのため、介護に携わる専門職の待遇改善と

サービスの質の更なる向上を図るとともに、積極的な新規出店と介護周辺の新規事業への展開を行なっ

てまいります。 

 平成21年10月期の見通しは、連結売上高は、6,400百万円（前期比11.0％増）、連結営業利益210百万

円（前期比40.8％増）、連結経常利益200百万円（前期比38.7％増）、連結当期純利益100百万円（前期

比59.6％減）を予想しております。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

㈱ケア２１（2373）平成20年10月期決算短信

― 3 ―



当連結会計期間の事業区分別売上高は、次のとおりであります。 

 
  

地域別ステーション数の推移 

 
※訪問看護ステーションを含む 

  

地域別施設介護事業所数の推移 

 
  

区     分 売上高（千円） 構成比（％）

 在宅介護サービス

 訪問介護 3,362,468 58.3

 居宅介護支援 505,377 8.8

 訪問看護 8,439 0.1

 その他 355,978 6.2

 施設介護サービス 1,527,185 26.5

 その他 4,352 0.1

合     計 5,763,802 100.0

区   分 平成19年10月期末 平成20年10月期末 増   減

大 阪 府 41 41 ―

兵 庫 県  5 8 3

東 京 都 20 20 ―

愛 知 県 ― 1 1

合   計 66 70 4

区   分 平成19年10月期末 平成20年10月期末 増   減

大阪府

 有料老人ホーム  4 4 ―

 グループホーム  5 5 ―

 デイサービス  2 3 1

兵庫県  グループホーム ― 1 1

東京都

 有料老人ホーム  1 1 ―

 グループホーム  2 2 ―

 デイサービス  1 1 ―

合   計 15 17 2
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 当連結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。）は、889百万円となり、前

連結会計期間末に比べ、274百万円増加しております。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとお

りであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、161百万円となりました。これは主に、税

金等調整前当期純利益487百万円、減価償却費88百万円、投資有価証券売却益△325百万円、法人税等の

支払額△72百万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） 

 当連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は、201百万円となりました。これは主に投資

有価証券の売却による収入330百万円、施設の開設等に伴う有形固定資産の取得による支出61百万円及

びソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出33百万円、施設の開設等に伴う保証金の差入れによ

る支出29百万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） 

 当連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、88百万円となりました。これは、主に長期

借入金の純増による収入2百万円、短期借入金の純減による支出90百万円によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  自己資本比率 ：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・ガバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 (注１)  いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 (注２)  株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数により計算しております。 

 (注３)   有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての 

     負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書 

     の「利息の支払額」を使用しております。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成19年10月期 平成20年10月期

自己資本比率（％） 42.4 47.6

時価ベースの自己資本比率（％） 40.4 20.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 4.8 3.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 10.3 12.8
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当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、将来の事業展

開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、機動的な利益還元を実施していくことを基

本方針としております。 

 なお、当期の配当金につきましては、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、ご期待にお応

えすることが重要と考え、１株当たり1,000円を、期末配当金として配当の開始を予定しております。 

 また、次期の配当につきましては、上記の方針にもとづき、期末配当金として１株当たり1,000円を

予定しております。 

  

 １．事業展開について 

 当社グループは、拡大する訪問介護サービスのニーズに対応できるサービス提供能力を確保するた

め、営業拠点数の拡大、介護サービスの提供者（介護福祉士・ホームヘルパー・ケアマネジャー・看護

師等）の積極的な採用、当該サービスの質の更なる向上を図るための教育研修体制の充実を進めていく

方針であります。また同時に、顧客ニーズの高い福祉用具販売・レンタルサービス・住宅改修サービ

ス・介護タクシー事業等を充実し、事業間の相乗効果を図っていく方針であります。 

 また、これらの事業に加え、有料老人ホーム事業、グループホーム事業、デイサービス事業及び介護

福祉周辺の新規事業開発を積極的に進め、体質強化を図っていく方針であります。 

 しかしながら、こうした課題への対処が適切かつ迅速に行なわれなかった場合には、当社グループの

将来業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ２．法的規制について 

 ・在宅介護事業の法的規制（介護保険法） 

 介護保険法においては「居宅介護支援事業」を行なうには「指定居宅介護支援事業者」の指定を、訪

問介護その他「居宅サービス事業」を行なうには「指定居宅サービス事業者」の指定を、それぞれ都道

府県知事から受けることが必要とされております。 

 また、厚生労働省令第37号では、従業員の資格要件及び人員数要件、設備などの一定要件、さらにサ

ービス区分と介護報酬等についても詳細に規定されており、これらの規定に従って事業を遂行する必要

があります。 

 ・在宅介護事業の法的規制（障害者自立支援法） 

 障害者自立支援法においては、訪問介護その他「居宅介護事業」を行うには都道府県知事より「指定

障害者福祉サービス事業者」の指定を受けることが必要とされております。 

 また、厚生労働省令第171号では、事業等の人員、設備及び運営に関する基準が規定されており、こ

れらの規定に従って事業を遂行する必要があります。 

 ・在宅介護事業の法的規制（道路運送法） 

 道路運送法において、介護タクシー事業は「一般乗用旅客自動車運送事業」と分類され、事業を行な

うには国土交通大臣の委任を受けた地方運輸局長の許可が必要となります。また、許可基準として資

金、事業遂行の知識、法令遵守、損害保険加入等の諸条件、従業者の資格要件及び施設設備等の一定要

件などが公示されており、これらの規定に従って事業を遂行する必要があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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 ・施設介護事業の法的規制（介護保険法） 

 介護保険法においては、「有料老人ホーム事業」は「特定施設入居者生活介護」との位置づけで、都

道府県知事の指定を受ける必要があり、「グループホーム事業」は「認知症対応型共同生活事業」との

位置づけで、市(区)町村長の指定を受ける必要があります。 

 また、厚生労働省令第37号では、「入居者３名に対し、職員１名以上」を配置する人員数規定や、管

理者及び計画作成担当者等の人員配置とそれぞれの資格要件等並びに設備などの一定要件を定めてお

り、これらの規定に従って事業を遂行する必要があります。 

 ３．人材確保について 

 当社グループは、今後もコンプライアンスを遵守し、積極的に事業を拡大していく方針であり、これ

に伴い介護サービスを提供するための人材が必要不可欠と認識しております。上記の「法的規制につい

て」に記載のとおり、介護サービス事業においては、有資格者（介護福祉士やホームヘルパー２級課程

修了者等）によるサービスの提供を義務付けられているものが多く、今後も、有資格者を中心とした人

材の獲得や、教育研修制度を通じて人材の育成及びサービスの質の向上に積極的に取り組む方針であり

ます。 

 しかしながら、介護業界におきましては、要介護認定者数の継続的な高い伸びや競合の激化から、有

資格者や優秀な人材に対する需要が高まっており、その確保が難しくなっております。当社グループ

は、雇用条件の見直しや、教育研修制度の充実などにより人材確保が行ないやすい環境整備に意を用い

ておりますが、計画どおりに人員を確保できなかった場合は、事業戦略や業績に影響を与える可能性が

あります。 

 ４．高齢者介護に付随する安全管理について 

 当社グループが提供する介護サービスのうち、在宅介護事業及び施設介護事業のサービス受給者は、

主に要介護認定を受けた高齢者等であり、サービスの提供時においては、当該サービス受給者の体調悪

化等が生じる可能性があり、また、不測の事故の危険性も否定できません。 

 当社グループは、研修センターにおける徹底したスキルアップ研修やマニュアルの整備等により、事

故の発生防止や緊急時対応について積極的に取り組んでおりますが、万一、介護サービス提供時に事故

やサービス受給者の体調悪化等が発生し、過失責任が問われるような事態が生じた場合は、事業の展開

及び業績に影響を与える可能性があります。 

 ５．顧客の個人情報管理について 

 当社グループの介護サービス提供対象者は、主に要介護認定を受けた高齢者等であり、その個人情報

については、高度な機密性が必要なものと認識しております。当該情報に関しては、介護保険法及び個

人情報保護法等の関連諸法令を遵守し、その取り扱いには管理体制の充実と細心の注意を払っておりま

すが、万一、外部からの不正アクセスや社内管理の不手際等から、情報の漏洩が発生した場合、損害賠

償請求や社会的信用の失墜等により、事業展開及び業績に影響を与える場合があります。 

 ６．顧客等のデータベースの管理について 

 当社グループは、顧客管理や業務の効率化を目的として、基幹業務システムを有しておりますが、か

かるサーバの故障等に備えデータの定期的なバックアップ体制を整備しております。しかしながら、地

震などの天変地異によるオンライン不能やサーバの停止等により、業務遂行に大きな支障をきたした場

合、事業の展開や業績に影響を与える可能性があります。 

 ７．施設の賃貸借契約について 

 当社グループが運営する「有料老人ホーム」「グループホーム」は、主に初期投資を抑えるために家
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主との間で一棟毎の賃貸借契約を締結しております。契約期間は主として20年間であり、家主にとって

は長期安定収入が得られ、当社にとっても安定継続的に施設を賃借・運営できます。しかしながら、短

期間での施設閉鎖や入居費用の見直しが困難であることから、施設の稼働率が大きく低下した場合や、

近隣家賃や同業者の入居費用等の相場が大きく下落した場合には、事業の展開や業績に影響を与える可

能性があります。 
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 当社グループは、当社及び子会社１社から構成されております。 

 当社は、介護保険法に基づく訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、施設介護（介護付き有料老人ホーム、

グループホーム、デイサービス）、福利用具の販売・レンタル及び住宅改修を主たる業務としております。

 子会社である株式会社サポート２１は障害を持つ方々に雇用の場を創出するため平成18年５月に設立した

障害者雇用促進法に定める「特例子会社」であります。事務や清掃などの軽作業の請負を主たる業務として

おります。 

  

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

２ 企業集団の状況
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当社グループは、福祉、教育、文化、の３分野を通じて社会貢献することを経営理念としておりま

す。これの実現に向け、行動指針として「現場第一主義」を掲げ、顧客から最も支持され、信頼される

企業となることを目指しております。また、福祉理念と市場原理の融合を図り、継続的に企業価値を高

めることにより、株主をはじめとしたステークホルダー(利害関係者)の信頼と期待に応えてまいりま

す。 

当社グループは、長期的・継続的な企業価値の向上及び株主資本の効率的活用が重要であると認識し

ており、売上高伸長率、売上高経常利益率並びにＲＯＥ（自己資本利益率）を主要な経営指標として位

置づけ、企業価値の拡大に努めております。 

 また、当社グループの主力事業である訪問介護事業の個別ステーションについては、新規顧客の獲得

による売上の増加と効率的な人員体制を築き、「売上高前年対比」「売上高営業利益率」を重視すると

ともに、指標として売上高の２桁成長、売上高営業利益率25％以上を中期目標としております。 

 施設介護事業については全施設での早期満床と満床の維持が重要課題だと認識しております。 

当社グループは、「人を大事にし、人を育てる」人事政策に徹し、「最大ではなく最高の福祉サービ

スの提供」、「人間の尊厳を尊重し、利用者本位の真心と優しさのこもった福祉サービスの提供」を通

じて、日本のヘルスケア産業のリーダーを目指しております。 

 そのために、コンプライアンス経営に徹し、介護分野における顧客の多様なニーズに応えるため、有

料老人ホーム、グループホーム等の施設介護事業の積極的な展開、介護予防事業における軽度介護者の

取り込みなど介護事業全体でのシェアの拡大に取り組んでまいります。 

 また、経営環境の変化にも柔軟に対応した経営革新やコストダウン、業務の効率化にも努力を傾注

し、継続的な企業価値の増大を図ってまいります。 

今後の経営環境につきましては、介護市場全体の伸びは継続的に推移するものの、厳しい経営環境が

継続するものと思われます。 

 当社グループといたしましては、法令を遵守し、緻密なマーケティングに基づいた出店の促進と営業

力の強化を図り、業績の向上に努力するとともに、次の項目を重要課題として取り組んでまいります。

①人材の確保と育成 

 要介護認定者数の継続的な高い伸びや当社の営業拠点の拡大から、訪問・施設介護サービス提供者

(ケアマネジャー・介護福祉士・ホームヘルパー等)が恒常的に不足しており、また、当該サービスのク

オリティー(質)に対する要求度も高まってきているところから、引き続き優秀な人材を確保するととも

に、適切な人材配置と教育研修による人材の育成及び雇用条件の向上により、社員及び顧客に安心・信

頼を提供できる環境をつくってまいります。 

②社内管理体制の強化 

 社内管理体制におきましては、内部統制システムの更なる強化を推し進め、業務効率の向上を図ると

ともに、安心・安全な情報セキュリティー体制、迅速な経営判断と情報開示体制に基づく強固なコンプ

ライアンス体制の構築に取り組んでまいります。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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③新規事業 

 当社グループといたしましては、都市部に特化したドミナント戦略による訪問介護事業を深化させた

新しい環境に適応したビジネスモデルをさらに充実させるとともに、かかる介護保険制度の変動リスク

を軽減するため、介護福祉周辺の新規事業開発、Ｍ＆Ａ案件等の取り組みを積極的に進め、体質強化を

図ってまいります。 
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４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成19年10月31日)

当連結会計年度 

(平成20年10月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

 (資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※1 624,589 899,337

 ２ 売掛金 893,154 932,986

 ３ たな卸資産 13,835 10,030

 ４ 繰延税金資産 18,480 59,731

 ５ その他 59,364 75,246

   貸倒引当金 △ 3,663 △ 6,469

   流動資産合計 1,605,760 70.2 1,970,863 62.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 250,075 272,930

    減価償却累計額 37,722 212,353 55,006 217,923

  (2) 構築物 1,185 1,185

    減価償却累計額 181 1,003 288 897

  (3) 車輌運搬具 ― 15,433

    減価償却累計額 ― ― 978 14,454

  (4) 器具備品 168,025 176,327

    減価償却累計額 94,867 73,157 108,911 67,416

   有形固定資産合計 286,514 12.5 300,691 9.6

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 85,481 84,012

  (2) 電話加入権 9,281 9,281

  (3) その他 21,771 20,661

   無形固定資産合計 116,533 5.1 113,955 3.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 7,500 462,000

  (2) 出資金 1 1

  (3) 株主、役員又は従業員

    に対する長期貸付金
169 320

  (4) 破産更生債権等 9,812 12,170

  (5) 長期前払費用 15,242 14,401

  (6) 差入保証金 246,061 263,595

  (7) 繰延税金資産 3,623 ―

  (8) その他 ― 10

    貸倒引当金 △ 3,099 △ 6,456

   投資その他の資産合計 279,310 12.2 746,042 23.8

   固定資産合計 682,358 29.8 1,160,689 37.1

   資産合計 2,288,119 100.0 3,131,552 100.0
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前連結会計年度

(平成19年10月31日)

当連結会計年度

(平成20年10月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

 (負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 43,854 48,279

 ２ 短期借入金 90,000 ―

 ３ １年内返済予定の

   長期借入金
345,953 256,554

 ４ 未払金 387,308 396,396

 ５ 未払法人税等 57,302 269,459

 ６ 前受金 131,707 112,866

 ７ 預り金 11,973 12,924

 ８ 賞与引当金 7,305 26,426

 ９ その他 5,743 4,231

   流動負債合計 1,081,148 47.3 1,127,139 36.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 219,637 311,614

 ２ 繰延税金負債 ― 182,254

 ３ その他 17,381 20,242

   固定負債合計 237,018 10.4 514,111 16.4

   負債合計 1,318,167 57.6 1,641,250 52.4

 (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 633,365 27.7 633,365 20.2

 ２ 資本剰余金 463,365 20.3 463,365 14.8

 ３ 利益剰余金 △ 126,777 △ 5.5 120,628 3.9

   株主資本合計 969,952 42.4 1,217,358 38.9

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価差額金 ― 272,943

   評価・換算差額等合計 ― ― 272,943 8.7

   純資産合計 969,952 42.4 1,490,301 47.6

   負債及び純資産合計 2,288,119 100.0 3,131,552 100.0
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度

(自 平成18年11月１日

  至 平成19年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成19年11月１日

  至 平成20年10月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高

 １ 在宅介護収入 4,223,592 4,232,264

 ２ 施設介護収入 1,240,155 1,527,185

 ３ その他 2,033 5,465,781 100.0 4,352 5,763,802 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 在宅介護原価 2,912,039 2,928,551

 ２ 施設介護原価 978,143 1,126,194

 ３ その他 949 3,891,132 71.2 2,468 4,057,214 70.4

   売上総利益 1,574,649 28.8 1,706,587 29.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 広告宣伝費 21,304 28,181

 ２ 貸倒引当金繰入額 ― 9,354

 ３ 役員報酬 82,000 91,700

 ４ 給与手当 455,704 458,231

 ５ 賞与引当金繰入額 6,509 3,104

 ６ 賞与 9,526 4,881

 ７ 福利厚生費 78,550 79,360

 ８ 旅費交通費 118,890 122,951

 ９ 通信費 87,844 90,584

 10 水道光熱費 35,265 35,595

 11 消耗品費 65,828 71,284

 12 租税公課 73,097 76,228

 13 減価償却費 69,045 71,928

 14 支払手数料 58,768 63,527

 15 保険料 9,997 10,455

 16 地代家賃 244,642 246,640

 17 研修費 1,074 3,831

 18 その他 95,735 1,513,786 27.7 89,542 1,557,386 27.0

   営業利益 60,862 1.1 149,200 2.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 143 235

 ２ 補助金収入 25,005 4,908

 ３ 債務取崩益 ― 1,685

 ４ その他 2,958 28,107 0.5 2,926 9,756 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 13,036 12,563

 ２ 障害者雇用納付金 7,450 ―

 ３ 株式交付費 1,893 ―

 ４ その他 1,555 23,935 0.4 2,184 14,748 0.3

   経常利益 65,034 1.2 144,208 2.5

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― 325,385

 ２ 事業所税還付金 ― 23,923

 ３ 貸倒引当金戻入益 14,760 ―

 ４ 社会保険料還付金 8,177 22,938 0.4 1,406 350,715 6.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※1 3,716 912

 ２ 減損損失 ※2 5,301 6,063

 ３ 事務所統廃合整理費用 295 9,313 0.2 ― 6,976 0.1

   税金等調整前当期純利益 78,658 1.4 487,947 8.5

   法人税、住民税及び

   事業税
48,318 282,471

   法人税等調整額 △ 22,103 26,215 0.5 △ 41,930 240,540 4.2

   当期純利益 52,443 0.9 247,406 4.3
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前連結会計年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

 
  

(3) 連結株主資本等変動計算書

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年10月31日残高(千円) ― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額

 新規連結に伴う増加額（千円） 546,950 376,950 △ 179,220 744,679 744,679

 新株の発行（千円） 86,415 86,415 172,830 172,830

 当期純利益（千円） 52,443 52,443 52,443

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

633,365 463,365 △ 126,777 969,952 969,952

平成19年10月31日残高(千円) 633,365 463,365 △ 126,777 969,952 969,952

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他
有価証券 

評価差額金

平成19年10月31日残高(千円) 633,365 463,365 △ 126,777 969,952 ― 969,952

連結会計年度中の変動額

 当期純利益（千円） 247,406 247,406 247,406

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額（純額） 
（千円）

272,943 272,943

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

― ― 247,406 247,406 272,943 520,349

平成20年10月31日残高(千円) 633,365 463,365 120,628 1,217,358 272,943 1,490,301
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度

(自 平成18年11月１日

  至 平成19年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成19年11月１日

  至 平成20年10月31日)

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前当期純利益 78,658 487,947

 ２ 減価償却費 86,243 88,570

 ３ 貸倒引当金の増加額（△は減少） △ 19,837 6,162

 ４ 賞与引当金の増加額 7,305 19,121

 ５ 受取利息 △ 143 △ 235

 ６ 支払利息 13,036 12,563

 ７ 投資有価証券売却益 ― △ 325,385

 ８ 株式交付費 1,893 ―

 ９ 固定資産除却損 3,716 622

 10 減損損失 5,301 6,063

 11 売上債権の増加額 △ 14,273 △ 42,250

 12 たな卸資産の減少額（△は増加） △ 7,146 3,805

 13 仕入債務の増加額（△は減少） △ 2,049 4,425

 14 前払費用の増加額 △ 6,511 △ 16,387

 15 未払金の増加額 19,830 11,574

 16 前受金の減少額 △ 3,809 △ 18,840

 17 その他 △ 491 8,255

    小計 161,723 246,011

 18 利息の受取額 232 233

 19 利息の支払額 △ 13,425 △ 12,611

 20 法人税等の支払額 △ 10,864 △ 72,544

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
137,665 161,089

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の売却による収入 ― 330,385

 ２ 有価証券の償還による収入 5,000 ―

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 96,507 △ 61,409

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △ 21,649 △ 33,273

 ５ 貸付による支出 △ 2,943 △ 3,561

 ６ 貸付金の回収による収入 2,103 3,168

 ７ 保証金の差入れによる支出 △ 4,636 △ 29,089

 ８ 保証金の返還による収入 7,061 4,635

 ９ その他 △ 1,830 △ 9,065

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△ 113,402 201,789
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前連結会計年度

(自 平成18年11月１日

  至 平成19年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成19年11月１日

  至 平成20年10月31日)

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 700,000 900,000

 ２ 短期借入金の返済による支出 △ 610,000 △ 990,000

 ３ 長期借入れによる収入 300,000 450,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △ 539,841 △ 447,422

 ５ セール・アンド・リースバック

   による収入
151,167 ―

 ６ 株式の発行による収入 170,936 ―

 ７ その他 △ 682 △ 709

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
171,581 △ 88,131

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 195,844 274,747

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 ※1 418,745 614,589

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高
※2

614,589 889,337
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(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 １社

    連結子会社の名称

    株式会社サポート２１

    当連結会計年度より連結の範 

 囲に含めております。

(1) 連結子会社の数 １社

    連結子会社の名称

    株式会社サポート２１

   

(2) 非連結子会社

    該当事項はありません。

(2) 非連結子会社

同左

２ 持分法適用に関する事項     関連会社及び非連結子会社は

ないため、該当事項はありませ

ん。

同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

    連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

     時価のないもの

      移動平均法に基づく原価

法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

     時価のないもの

同左

     時価のあるもの

 連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は、移

動平均法により算定）

  ② たな卸資産

     商品……個別法による原価

法

     貯蔵品…最終仕入原価法

  ② たな卸資産

     商品……同左

     貯蔵品…同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

  ① 有形固定資産

    平成19年３月31日以前に取得

したもの

     法人税法に規定する旧定額

法

    平成19年４月１日以降に取得

したもの

     法人税法に規定する定額法

    なお、主な資産耐用年数は以

下のとおりであります。

建物 ５～30年

器具備品 ４～６年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

  ① 有形固定資産

    平成19年３月31日以前に取得

したもの

     法人税法に規定する旧定額

法

    平成19年４月１日以降に取得

したもの

     法人税法に規定する定額法

    なお、主な資産耐用年数は以

下のとおりであります。

建物 ５～30年

器具備品 ４～６年

   （追加情報）

ⅰ.法人税法の改正に伴い、平成

19年４月１日以降に取得の有形

固定資産については、改正法人

税法に規定する償却方法によ

り、減価償却費を計上しており

ます。
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項目
前連結会計年度

(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

ⅱ.当連結会計年度から平成19年

度の法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した

有形固定資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上し

ております。

 なお、これによる連結営業利

益、連結経常利益、税金等調整

前当期純利益に与える影響は軽

微であります。

  ② 無形固定資産

    定額法

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては社内における利用

可能期間（５年）に基づいてお

ります。また、定期借地権につ

いては契約期間に基づいており

ます。

  ② 無形固定資産

同左

  ③ 長期前払費用

 定額法

  ③ 長期前払費用

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は、貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左

  ② 賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額を計上しております。

  ② 賞与引当金

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・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によ

っております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

(5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

 金利スワップ取引について、

特例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用して

おります。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

同左

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：

 

金利スワップ取

引

ヘッジ対象：借入金の利息

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ③ ヘッジ方針

 借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引

を行っております。

  ③ ヘッジ方針

同左

  ④ ヘッジの有効性評価の方法

 特例処理によって行っている

金利スワップ取引については有

効性の評価を省略しておりま

す。

  ④ ヘッジの有効性評価の方法

同左

(6) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

 税抜方式を採用しておりま

す。ただし、固定資産に係る控

除対象外消費税は投資その他の

資産の長期前払費用に計上し、

５年間で均等償却しておりま

す。

(6) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の

評価方法は、全面時価評価法に

よっております。

同左

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に

満期又は償還期限の到来する短

期投資からなっております。

同左
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(6) 注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成19年10月31日)

当連結会計年度
(平成20年10月31日)

※１ 有料老人ホーム入居者の一時金の保全について当

社と金融機関との間で、保証委託契約を結んでお

り、総保証極度額48,000千円の担保として定期預金

10,000千円を差し入れております。

※１         同左

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

※１ 固定資産除却損の内訳

建物 392千円

器具備品 35千円

長期前払費用 1,283千円

ソフトウエア 2,005千円

   計 3,716千円

 

※１ 固定資産除却損の内訳

器具備品 413千円

長期前払費用 498千円

   計 912千円

※２ 減損損失

当連結会計年度において以下のとおり減損損失を計上い

たしました。

用 途 居宅介護事業

種 類 器具備品他

場 所

たなべデイサービス

(大阪府大阪市)

他９事業所

※２ 減損損失

当連結会計年度において以下のとおり減損損失を計上い

たしました。

用 途 遊休資産他

種 類 リース資産他

場 所

本社

(大阪府大阪市)

他５事業所

 当社グループは、資産のグルーピングを事業所及び管

理会計上の事業別に行っております。10事業所において

当初想定していた収益を見込めなくなったことにともな

い、減損損失を認識しております。なお、回収可能価額

を使用価値より測定しておりますが、将来キャッシュ・

フローに基づく使用価値がマイナスであるため回収可能

価額はないものとして取り扱っております。

 当社は、資産のグルーピングを事業所及び管理会計上

の事業別に行っております。また、遊休資産について

は、個別の資産ごとにグルーピングしております。遊休

資産であるリース資産及び５事業所において、当初想定

していた収益を見込めなくなったことにともない、減損

損失を認識しております。なお、回収可能価額を使用価

値より測定しておりますが、将来キャッシュ・フローに

基づく使用価値がマイナスであるため回収可能価額はな

いものとして取り扱っております。また、遊休資産につ

いては、売却や他への転用が困難であるため、回収可能

価額はないものとして取り扱っております。

減損損失の金額

器具備品 543千円

長期前払費用 1,731千円

リース資産 3,025千円

合計 5,301千円

減損損失の金額

器具備品 681千円

長期前払費用 50千円

リース資産 5,332千円

合計 6,063千円
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前連結会計年度（自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  期首時点において連結財務諸表を作成したことによる増加   21,740株 

  第三者割当増資による増加                  3,000株 

  

２ 自己株式に関する事項 
  

該当事項はありません。 
  

３ 新株予約権等に関する事項 
  

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

  
該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 
  

該当事項はありません。 
  

３ 新株予約権等に関する事項 
  

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

      該当事項はありません。 

  

  (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) ― 24,740 ― 24,740

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 24,740 ― ― 24,740

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

 平成21年１月29日 
 定時株主総会

普通株式 利益剰余金 24,740 1,000 平成20年10月31日 平成21年1月30日

㈱ケア２１（2373）平成20年10月期決算短信

― 22 ―



 
  

前連結会計年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める介護事業の

割合が、いずれも90％を超えるため、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。 

  

当連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める介護事業の

割合が、いずれも90％を超えるため、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。 

  

前連結会計年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期首残高のうち、連結子会

社である株式会社サポート２１の現金及び現金同

等物が、6,335千円含まれております。

※１         ―――

※２ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 624,589千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△10,000千円

現金及び現金同等物 614,589千円

※２ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 899,337千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△10,000千円

現金及び現金同等物 889,337千円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

器具
備品

167,558 99,432 7,353 60,772

車輌
運搬具

4,053 1,588 ― 2,464

ソフト
ウェア

13,451 9,259 ― 4,192

合計 185,063 110,280 7,353 67,429

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

器具
備品

103,493 60,354 7,331 35,807

車輌
運搬具

4,053 2,263 ― 1,789

ソフト
ウェア

5,300 2,778 1,153 1,368

合計 112,846 65,395 8,485 38,965

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高相当額

１年以内 27,817千円

１年超 46,239千円

合計 74,057千円

リース資産減損勘定期末残高 3,680千円

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高相当額

１年以内 20,384千円

１年超 25,855千円

合計 46,239千円

リース資産減損勘定期末残高 5,506千円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 40,791千円

リース資産減損勘定の取崩額 2,563千円

減価償却費相当額 32,819千円

支払利息相当額 2,922千円

減損損失 1,926千円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 29,794千円

リース資産減損勘定の取崩額 3,111千円

減価償却費相当額 22,743千円

支払利息相当額 1,977千円

減損損失 4,937千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティングリース取引

 未経過リース料

１年以内 263,811千円

１年超 4,565,674千円

合計 4,829,486千円

２ オペレーティングリース取引

 未経過リース料

１年以内 276,941千円

１年超 4,544,762千円

合計 4,821,703千円
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(注) １ 上記金額の取引金額には消費税等は含んでおりません。 

２ 学校法人未来学園との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

※１ 市場価格を勘案して、一般の取引条件と同様に決定しております。 

  

  

 
(注) １ 上記金額の取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高にも消費税等は含まれておりません。 

２ 学校法人未来学園及び株式会社EE21との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

※１ 市場価格を勘案して、一般の取引条件と同様に決定しております。 

  

(関連当事者との取引)

前連結会計年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日)

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 依田 平 ― ―

当社代表取
締役社長
学校法人未
来学園理事
長

(被所有)

直接 13.8
― ―

実習生研修
手数料 ※1

185 ― ―

当連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日)

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 依田 平 ― ―

当社代表取
締役社長
学校法人未
来学園理事
長

(被所有)

直接 13.8
― ―

実習生研修
手数料 ※1

17 ― ―

役員及び
その近親
者

依田 雅 ― ―
株式会社EE 
21代表取締
役社長

(被所有)

直接 3.6
― ―

実習生研修
手数料 ※1

1,435 売掛金 164
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成19年10月31日)

当連結会計年度
(平成20年10月31日)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

 税務上の繰越欠損金 3,908千円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 2,744千円

 未払事業税 3,649千円

 未払事業所税 2,539千円

 賞与引当金 2,965千円

 賞与（未払金） 7,702千円

 減損損失 3,815千円

 減価償却損金算入限度超過額 1,287千円

 その他 875千円

 繰延税金資産小計 29,489千円

 評価性引当額(控除) △7,385千円

繰延税金資産計 22,103千円

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

 税務上の繰越欠損金 4,750千円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 5,247千円

 未払事業税 25,167千円

 賞与引当金 10,729千円

 賞与（未払金） 12,218千円

 減損損失 3,497千円

 減価償却損金算入限度超過額 2,111千円

 債権自己否認額 7,284千円

 退職金掛金 1,706千円

 棚卸資産評価損 1,128千円

 その他 577千円

 繰延税金資産小計 74,418千円

 評価性引当額(控除) △10,384千円

繰延税金資産計 64,034千円

繰延税金負債との相殺 △4,302千円

繰延税金資産の純額 59,731千円

 

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 186,557千円

繰延税金負債計 186,557千円

繰延税金資産との相殺 △4,302千円

繰延税金負債の純額 182,254千円

 (注) 繰延税金資産は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

      流動資産－繰延税金資産   18,480千円

      固定資産－繰延税金資産    3,623千円

 (注) 繰延税金資産及び繰延税金負債は、連結貸借対

照表の以下の項目に含まれております。

      流動資産－繰延税金資産   59,731千円

      固定負債－繰延税金負債   182,254千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6%

（調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

2.7%

住民税均等割額 41.7%

評価性引当額の増減 △50.2%

その他 △1.5%

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

33.3%

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6%

（調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

0.9%

住民税均等割額 7.1%

評価性引当額の増減 0.6%

その他 0.1%

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

49.3%
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（注）従来その他有価証券非上場株式として掲記しておりました㈱エス・エム・エスは、平成20年３月に東

証マザーズに株式を上場いたしましたため、その他有価証券で時価のあるものにしております。 

  

 
  

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
(平成19年10月31日)

当連結会計年度
(平成20年10月31日)

取得原価 
（千円）

連結貸借
対照表 
計上額 
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借 
対照表 
計上額 
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの

 株式 ― ― ― 2,500 462,000 459,500

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
前連結会計年度

(自 平成18年11月１日)
 至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日)
至 平成20年10月31日)

売却額（千円） ― 330,385

売却益の合計額（千円） ― 325,385

３ 時価評価されていない主な有価証券

区分

前連結会計年度
(平成19年10月31日)

当連結会計年度
(平成20年10月31日)

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他の有価証券

 非上場株式 7,500 ―
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１ 取引の状況に関する事項 

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

  前連結会計年度末（平成19年10月31日） 

  ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。 

  

  当連結会計年度末（平成20年10月31日） 

  ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

（1) 取引の内容

   利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ

取引であります。

（1) 取引の内容

同左

（2) 取引に対する取組方針および利用目的

   デリバティブ取引は将来の金利変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。なお、デリバティブ取引を利用して

ヘッジ会計を行っております。

（2) 取引に対する取組方針および利用目的

同左

  ①ヘッジ会計の方法

 金利スワップ取引について、特例処理の要件を満

たしておりますので、特例処理を採用しておりま

す。

  ①ヘッジ会計の方法

同左

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段：金利スワップ取引

 ヘッジ対象：借入金の利息

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ③ヘッジ方針

 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っております。

  ③ヘッジ方針

同左

  ④ヘッジの有効性評価の方法

 特例処理によっている金利スワップ取引について

は有効性の評価を省略しております。

  ④ヘッジの有効性評価の方法

同左

（3) 取引に係るリスクの内容

   金利スワップ取引は市場金利によるリスクを有し

ておりますが、取引相手先は高格付を有する金融機

関に限定しているため信用リスクはほとんどないと

認識しております。

（3) 取引に係るリスクの内容

同左

（4) デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限および取引限度額等を定めた権限表に従い、経

理部が決裁担当者の承認を得て行っております。

（4)          同左
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(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
  

  

 
  

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

 該当事項はありません。 同左

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

 該当事項はありません。 同左

(企業結合等関係)

前連結会計年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

   該当事項はありません。 同左

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

１株当たり純資産額 39,205円83銭 60,238円54銭

１株当たり当期純利益 2,230円20銭 10,000円25銭

 なお、潜在株式調整後1株当たり
当期純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。

同左

前連結会計年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当期純利益(千円) 52,443 247,406

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 52,443 247,406

期中平均株式数(株) 23,515 24,740

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

   該当事項はありません。 同左
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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

第14期

(平成19年10月31日)

第15期

(平成20年10月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※１ 620,634 897,882

 ２ 売掛金 892,697 932,271

 ３ 商品 250 245

 ４ 貯蔵品 13,447 9,664

 ５ 前払費用 51,335 67,639

 ６ 繰延税金資産 18,480 59,731

 ７ その他 11,259 6,123

   貸倒引当金 △ 3,660 △ 6,468

   流動資産合計 1,604,444 69.9 1,967,092 62.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 250,075 272,930

    減価償却累計額 37,722 212,353 55,006 217,923

  (2) 構築物 1,185 1,185

    減価償却累計額 181 1,003 288 897

  (3) 車輌運搬具 ― 15,433

    減価償却累計額 ― ― 978 14,454

  (4) 器具備品 167,395 175,697

    減価償却累計額 94,794 72,601 108,711 66,985

   有形固定資産合計 285,957 12.4 300,260 9.6

 ２ 無形固定資産

  (1) 商標権 2,905 2,475

  (2) ソフトウェア 85,481 84,012

  (3) 電話加入権 9,281 9,281

  (4) 借地権 18,866 18,186

   無形固定資産合計 116,533 5.1 113,955 3.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 7,500 462,000

  (2) 関係会社株式 10,000 10,000

  (3) 出資金 1 1

  (4) 株主、役員又は従業員 

    に対する長期貸付金
169 320

  (5) 関係会社長期貸付金 ― 5,000

  (6) 破産更生債権等 9,812 12,170

  (7) 長期前払費用 15,242 14,401

  (8) 差入保証金 246,061 263,595

  (9) 繰延税金資産 3,623 ―

  (10)その他 ― 10

    貸倒引当金 △ 3,099 △ 6,456

    投資損失引当金 ― △ 5,000

   投資その他の資産合計 289,310 12.6 756,042 24.1

   固定資産合計 691,802 30.1 1,170,258 37.3

   資産合計 2,296,246 100.0 3,137,351 100.0
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第14期

(平成19年10月31日)

第15期

(平成20年10月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 43,565 47,910

 ２ 短期借入金 90,000 ―

 ３ １年内返済予定の 

   長期借入金
345,953 256,554

 ４ 未払金 386,351 396,195

 ５ 未払費用 131 ―

 ６ 未払法人税等 57,226 269,384

 ７ 前受金 131,707 112,866

 ８ 預り金 11,945 12,805

 ９ 賞与引当金 7,305 26,426

 10 その他 5,612 4,231

   流動負債合計 1,079,798 47.0 1,126,374 35.9

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 219,637 311,614

 ２ 繰延税金負債 ― 182,254

 ３ その他 17,381 20,242

   固定負債合計 237,018 10.3 514,111 16.4

   負債合計 1,316,816 57.3 1,640,485 52.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 633,365 27.6 633,365 20.2

 ２ 資本剰余金

  (1）資本準備金 463,365 463,365

    資本剰余金合計 463,365 20.2 463,365 14.8

 ３ 利益剰余金

  (1）その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △ 117,300 127,193

    利益剰余金合計 △ 117,300 △ 5.1 127,193 4.1

   株主資本合計 979,429 42.7 1,223,923 39.0

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価差額金 ― 272,943

   評価・換算差額等合計 ― 272,943 8.7

   純資産合計 979,429 42.7 1,496,866 47.7

   負債及び純資産合計 2,296,246 100.0 3,137,351 100.0

 

㈱ケア２１（2373）平成20年10月期決算短信

― 31 ―



  

(2) 損益計算書

第14期

(自 平成18年11月１日

  至 平成19年10月31日)

第15期

(自 平成19年11月１日

  至 平成20年10月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高

 １ 在宅介護収入 4,223,592 4,232,264

 ２ 施設介護収入 1,240,155 5,463,747 100.0 1,527,185 5,759,449 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 在宅介護原価 2,912,039 2,928,551

 ２ 施設介護原価 978,143 3,890,182 71.2 1,126,194 4,054,745 70.4

   売上総利益 1,573,564 28.8 1,704,703 29.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 広告宣伝費 21,304 28,181

 ２ 貸倒引当金繰入額 ― 9,356

 ３ 役員報酬 82,000 91,700

 ４ 給与手当 444,564 447,773

 ５ 賞与引当金繰入額 6,509 3,104

 ６ 賞与 9,526 4,881

 ７ 福利厚生費 77,167 78,061

 ８ 旅費交通費 117,992 121,858

 ９ 通信費 87,553 90,092

 10 水道光熱費 35,265 35,595

 11 消耗品費 65,952 72,004

 12 租税公課 73,094 76,187

 13 減価償却費 68,971 71,802

 14 支払手数料 61,425 68,802

 15 保険料 9,997 10,455

 16 地代家賃 244,642 246,640

 17 研修費 1,074 3,831

 18 その他 95,581 1,502,625 27.5 89,396 1,549,727 26.9

  営業利益 70,939 1.3 154,975 2.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 194 381

 ２ 補助金収入 20,699 1,300

 ３ 受取手数料 442 388

 ４ 保険金収入 1,925 774

 ５ 債務取崩益 ― 1,685

 ６ その他 549 23,810 0.4 1,467 5,998 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 13,036 12,563

 ２ 株式交付費 1,893 ―

 ３ 障害者雇用納付金 7,450 ―

 ４ 事務所移転費用 848 923

 ５ その他 706 23,935 0.4 1,261 14,748 0.3

  経常利益 70,814 1.3 146,225 2.5

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― 325,385

 ２ 事業所税還付金 ― 23,923

 ３ 貸倒引当金戻入益 14,760 ―

 ４ 社会保険料還付金 8,177 22,938 0.4 1,406 350,715 6.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※１ 3,716 912

 ２ 減損損失 ※２ 5,301 6,063

 ３ 投資損失引当金繰入額 ― 5,000

 ４ 事業所統廃合整理費用 295 9,313 0.2 ― 11,976 0.2

  税引前当期純利益 84,438 1.5 484,964 8.4

  法人税、住民税及び事業税 48,248 282,401

  法人税等調整額 △ 22,103 26,145 0.5 △ 41,930 240,470 4.2

  当期純利益 58,293 1.0 244,493 4.2
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  売上原価明細書 

  在宅介護原価 

 
  

  施設介護原価 

 
  

注１ 在宅介護原価の労務費内訳 

 
  

 ２ 施設介護原価の労務費内訳 

 
  

  

  

第14期 第15期

（自 平成18年11月１日 （自 平成19年11月１日

  至 平成19年10月31日）  至 平成20年10月31日）

区分
注記

金額（千円）
構成比

金額（千円）
構成比

番号 （％） （％）

 Ⅰ 商品売上原価 24,433 0.8 24,330 0.8

 Ⅱ 労務費 （注１） 2,696,705 92.6 2,718,174 92.8

 Ⅲ 経費 190,901 6.6 186,046 6.4

 当期在宅介護原価 2,912,039 100.0 2,928,551 100.0

第14期 第15期

（自 平成18年11月１日 （自 平成19年11月１日

  至 平成19年10月31日）  至 平成20年10月31日）

区分
注記

金額（千円）
構成比

金額（千円）
構成比

番号 （％） （％）

 Ⅰ 商品売上原価 1,555 0.1 1,412 0.1

 Ⅱ 労務費 （注2） 544,435 55.7 647,206 57.5

 Ⅲ 経費 432,152 44.2 477,575 42.4

 当期施設介護原価 978,143 100.0 1,126,194 100.0

第14期 第15期

 給与手当     2,506,727千円    2,526,751千円

 福利厚生費      189,977千円     191,423千円

第14期 第15期

 給与手当     486,275千円    576,596千円

 福利厚生費     58,159千円    70,609千円
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(3) 株主資本等変動計算書

第14期(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日)

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年10月31日残高(千円) 546,950 376,950 △175,593 748,306 748,306

事業年度中の変動額

 新株の発行(千円) 86,415 86,415 172,830 172,830

 当期純利益(千円) 58,293 58,293 58,293

事業年度中の変動額合計(千円) 86,415 86,415 58,293 231,123 231,123

平成19年10月31日残高(千円) 633,365 463,365 △ 117,300 979,429 979,429

第15期(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日)

株主資本
評価・換算 

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計

その他 

有価証券 

評価差額金資本準備金

その他
利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年10月31日残高(千円) 633,365 463,365 △ 117,300 979,429 979,429

事業年度中の変動額

 当期純利益(千円) 244,493 244,493 244,493

 株主資本以外の項目の事業年度中の 
 変動額（純額）（千円）

272,943 272,943

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 244,493 244,493 272,943 517,436

平成20年10月31日残高(千円) 633,365 463,365 127,193 1,223,923 272,943 1,496,866
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(4) 重要な会計方針

項目
第14期

(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

第15期
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

１ 有価証券の評価基準

及び評価方法

(1) 子会社株式

   移動平均法に基づく原価法

(1) 子会社株式

同左

(2) その他有価証券

  時価のないもの

   移動平均法に基づく原価法

(2) その他有価証券

  時価のないもの

同左

  時価のあるもの

   決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）

２ たな卸資産の評価基

準及び評価方法

商品……個別法による原価法

貯蔵品……最終仕入原価法

商品……同左

貯蔵品……同左

３ 固定資産の減価償却

の方法

 ① 有形固定資産

 

平成19年３月31日以前に取得したもの 

 法人税法に規定する旧定額法

平成19年４月１日以降に取得したもの 

 法人税法に規定する定額法

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物 ５～30年

器具備品 ４～６年

（会計方針の変更）

 法人税法の改正に伴い、平成19年４

月１日以降に取得の固定資産について

は、改正法人税法に規定する償却方法

により、減価償却費を計上しておりま

す。 

 なお、この変更に伴う営業利益、経

常利益、税引前当期純利益に与える影

響は軽微であります。

 

平成19年３月31日以前に取得したもの 

 法人税法に規定する旧定額法

平成19年４月１日以降に取得したもの 

 法人税法に規定する定額法

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物 ５～30年

器具備品 ４～６年

（追加情報）

ⅰ.法人税法の改正に伴い、平成19年４

月１日以降に取得の有形固定資産につ

いては、改正法人税法に規定する償却

方法により、減価償却費を計上してお

ります。

ⅱ.当事業年度から、平成19年度の法人

税法の改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。

 なお、これによる営業利益、経常利

益、税引前当期純利益に与える影響は

軽微であります。

 ② 無形固定資産 定額法

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間(５

年)に基づいております。また、定期借

地権については契約期間に基づいてお

ります。

同左

 ③ 長期前払費用 定額法 同左
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項目
第14期

(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

第15期
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

４ 引当金の計上基準

  貸倒引当金  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

同左

  賞与引当金  従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額を計

上しております。

（追加情報）

 当事業年度に報奨制度を設け業績連

動型賞与を採用したため、当社所定の

支払見込額を賞与引当金として計上し

ております。

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額を計

上しております。

  投資損失引当金  関係会社に対する投資の損失に備え

るため財政状態等を勘案し、必要と認

めた額を計上しております。

（追加情報）

 当事業年度から、関係会社への投資

に係る損失に備えるため、当該会社の

財政状態及び回収可能性等を勘案して

投資損失引当金を計上しております。

 これにより、特別損失が5,000千円増

加し、税引前当期純利益は同額減少し

ております。

５ リース取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

同左

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引について、特例

処理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ取引

ヘッジ対象：借入金の利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行って

おります。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワッ

プ取引については有効性の評価を省

略しております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

７ その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

 税抜方式を採用しております。ただ

し、固定資産に係る控除対象外消費税

は投資その他の資産の長期前払費用に

計上し、５年間で均等償却しておりま

す。

消費税等の会計処理

同左
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(5) 注記事項

(貸借対照表関係)

第14期
(平成19年10月31日)

第15期
(平成20年10月31日)

※１ 有料老人ホーム入居者の一時金の保全について当

社と金融機関との間で、保証委託契約を結んでお

り、総保証極度額48,000千円の担保として定期預

金10,000千円を差し入れております。

※１          同左

(損益計算書関係)

第14期
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

第15期
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

※１ 固定資産除却損の内訳

 建物 392千円

 器具備品 35千円

 長期前払費用 1,283千円

 ソフトウェア 2,005千円

計 3,716千円

 

※１ 固定資産除却損の内訳

 器具備品 413千円

 長期前払費用 498千円

計 912千円

※２ 減損損失

当会計期間において以下のとおり減損損失を計上いたし

ました。

用 途 居宅介護事業

種 類 器具備品他

場 所
たなべデイサービス
(大阪府大阪市)
他９事業所

※２ 減損損失

当会計期間において以下のとおり減損損失を計上いたし

ました。

用 途 遊休資産他

種 類 リース資産他

場 所
本社
(大阪府大阪市)
他５事業所

当社は、資産のグルーピングを事業所及び管理会計上の

事業別に行っております。10事業所において当初想定し

ていた収益を見込めなくなったことにともない、減損損

失を認識しております。なお、回収可能価額を使用価値

より測定しておりますが、将来キャッシュフローに基づ

く使用価値がマイナスであるため回収可能価額はないも

のとして取り扱っております。

当社は、資産のグルーピングを事業所及び管理会計上の

事業別に行っております。また、遊休資産については、

個別の資産ごとにグルーピングしております。遊休資産

であるリース資産及び５事業所において、当初想定して

いた収益を見込めなくなったことにともない、減損損失

を認識しております。なお、回収可能価額を使用価値よ

り測定しておりますが、将来キャッシュフローに基づく

使用価値がマイナスであるため回収可能価額はないもの

として取り扱っております。また、遊休資産については

売却や他への転用が困難であるため、回収可能価額はな

いものとして取り扱っております。

減損損失の金額

器具備品 543千円

長期前払費用 1,731千円

リース資産 3,025千円

合計 5,301千円

減損損失の金額

器具備品 681千円

長期前払費用 50千円

リース資産 5,332千円

合計 6,063千円
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連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。 

  

  
該当事項はありません。 

  

  
連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。 

  

  
連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。 

  

  
連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。 

  

  
該当事項はありません。 

  

  
連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。 

  

  
連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

第14期（自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日）

１ 発行済株式に関する事項

２ 自己株式に関する事項

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

第15期（自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日）

１ 発行済株式に関する事項

２ 自己株式に関する事項

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項
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(リース取引関係)

第14期
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

第15期
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

器具備品 167,558 99,432 7,353 60,772

車輌
運搬具

4,053 1,588 ― 2,464

ソフト
ウェア

13,451 9,259 ― 4,192

合計 185,063 110,280 7,353 67,429

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

器具備品 103,493 60,354 7,331 35,807

車輌
運搬具

4,053 2,263 ― 1,789

ソフト
ウェア

5,300 2,778 1,153 1,368

合計 112,846 65,395 8,485 38,965

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高相当額

１年以内 27,817千円

１年超 46,239千円

 合計 74,057千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高相当額

１年以内 20,384千円

１年超 25,855千円

 合計 46,239千円

リース資産減損勘定 3,680千円 リース資産減損勘定 5,506千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 40,791千円

リース資産減損勘定
の取崩額

2,563千円

減価償却費相当額 32,819千円

支払利息相当額 2,922千円

減損損失 1,926千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 29,794千円

リース資産減損勘定
の取崩額

3,111千円

減価償却費相当額 22,743千円

支払利息相当額 1,977千円

減損損失 4,937千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティングリース取引

未経過リース料

１年以内 263,811千円

１年超 4,565,674千円

合計 4,829,486千円

２ オペレーティングリース取引

未経過リース料

１年以内 276,941千円

１年超 4,544,762千円

合計 4,821,703千円

㈱ケア２１（2373）平成20年10月期決算短信

― 39 ―



 前事業年度（平成19年10月31日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

 当事業年度（平成20年10月31日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(有価証券関係)
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(税効果会計関係)

第14期
(平成19年10月31日)

第15期
(平成20年10月31日)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

 貸倒引当金損金算入限度超過額 2,744千円

 未払事業税 3,649千円

 未払事業所税 2,539千円

 賞与引当金 2,965千円

 賞与（未払金） 7,702千円

 減損損失 3,815千円

 減価償却損金算入限度超過額 1,287千円

 その他 875千円

 繰延税金資産小計 25,580千円

 評価性引当額(控除) △3,476千円

繰延税金資産計 22,103千円

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

 貸倒引当金損金算入限度超過額 5,247千円

 未払事業税 25,167千円

 賞与引当金 10,729千円

 賞与（未払金） 12,218千円

 投資損失引当金繰入額 2,030千円

 減損損失 3,497千円

 減価償却損金算入限度超過額 2,111千円

 債権自己否認額 7,284千円

 退職金掛金 1,706千円

 棚卸資産評価損 1,128千円

 その他 577千円

 繰延税金資産小計 71,698千円

 評価性引当額(控除) △7,663千円

繰延税金資産計 64,034千円

 繰延税金負債との相殺 △4,302千円

繰延税金資産の純額 59,731千円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 186,557千円

繰延税金負債合計 186,557千円

 繰延税金資産との相殺 △4,302千円

繰延税金負債の純額 182,254千円

（注） 繰延税金資産は、貸借対照表の以下の項目に含

まれております。

流動資産－繰延税金資産    18,480千円

固定資産－繰延税金資産     3,623千円

（注） 繰延税金資産及び繰延税金負債は、貸借対照表

の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産       59,731千円

固定負債－繰延税金負債       182,254千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6%

（調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

2.5%

住民税均等割額 38.8%

評価性引当額の増減 △49.7%

その他 △1.2%

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

31.0%

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6%

（調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

0.9%

住民税均等割額 7.1%

評価性引当額の増減 0.9%

その他 0.1%

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

49.6%
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(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりです。 

  

 
  

  

 
  

(１株当たり情報)

第14期
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

第15期
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

 
１株当たり純資産額 39,588円92銭

 
１株当たり純資産額 60,503円89銭

 
１株当たり当期純利益 2,478円97銭

 
１株当たり当期純利益 9,882円52銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません

同左

第14期
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

第15期
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当期純利益（千円） 58,293 244,493

  普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

  普通株式に係る当期純利益（千円） 58,293 244,493

  普通株式の期中平均株式数（株） 23,515 24,740

(重要な後発事象)

第14期
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

第15期
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

該当事項はありません。 同左
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「役員の異動」につきましては、平成20年12月下旬に開催される取締役会で決定後、お知らせいたし

ます。 

該当事項はありません。 

  

６ その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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