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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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）

営業収入 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3四半期 19,872 ― 2,940 ― 2,826 ― 1,504 ―

20年3月期第3四半期 17,067 15.2 3,032 36.6 2,934 32.5 1,615 21.1

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3四半期 7,492.18 ―

20年3月期第3四半期 8,937.27 ―

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3四半期 22,301 13,739 63.5 70,492.19
20年3月期 18,120 13,215 72.9 65,815.39

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  14,154百万円 20年3月期  13,125百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 2,800.00 2,800.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2,800.00 2,800.00

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  
 

営業収入 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 27,200 17.9 3,880 △1.2 3,750 1.1 2,000 0.5 9,960.15

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) 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  有  

（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) 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） 

(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．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予想
の具体的修正内容は、２ページ【定性的情報・財務諸表】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．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 ― 社 （社名 ）

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3四半期  200,800株 20年3月期  200,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  200,800株 20年3月期第3四半期  180,800株



  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を発端にした金融不安による世

界経済の大混乱が続く中、株価の下落が続き景気浮上へのきっかけが掴めない状況となりました。  

 わが国の介護業界を取り巻く環境については、高齢化率は推定通りの上昇を続け、平成24年からは団塊の世代が65

歳を迎えることもあり、平成27年には高齢化率が30％に達すると見込まれており、高齢者住宅市場はますます需要が

高まっていくものと思われます。そうした中で、介護保険の総費用は年々増加しており、平成20年度予算では7.4兆

円に達しており、介護保険制度の始まった平成12年度実績である3.6兆円の２倍以上にもなっています。  

 このような状況のもと、当社の「アミーユ」は、平成19年６月より実施した直営施設全面入居一時金無料化によ 

り、高い入居率を維持することが出来ました。  

当第３四半期連結累計期間の「アミーユ」の展開につきまして、計７施設を開設し、当第３四半期連結会計期間末

の「アミーユ」の施設数は直営129施設、ＦＣ21施設、合計150施設、総入居定員は7,894名となっております。また 

「Ｃアミーユ」は３件（305戸）を開設し、当第３四半期連結会計期間末の「Ｃアミーユ」の件数は６件、総入居定 

員は487名となっております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収入は19,872百万円、営業利益は2,940百万円、経常利益2,826百万 

円、四半期純利益は1,504百万円となりました。 

部門別の業績は、以下のようになっております。 

＜介護部門＞ 

 ・特定施設入居者生活介護事業 

 当第３四半期連結累計期間において、新たに７施設の「アミーユ」を開設したこと、及び既存施設の稼働率が

前連結会計年度に引き続き良好であったことにより、営業収入は17,994百万円となりました。 

 ・認知症対応型共同生活介護事業 

   当第３四半期連結累計期間において新たに開設した施設はなく、既存施設の稼動状態もほぼ横ばいであったこ

  とにより営業収入は524百万円となりました。  

 ・高齢者専用賃貸住宅事業 

   当第３四半期連結累計期間において、関西地区に３件の「Ｃアミーユ」を新たに開設したことにより、営業収

  入は443百万円となりました。 

＜給食部門＞ 

   当第３四半期連結累計期間において、「アミーユ」が７施設、「Ｃアミーユ」が３件を新たに開設したこと、

  および既存施設等の入居率が順調に推移したことにより、営業収入は501百万円となりました。 

＜介護用品販売部門＞ 

   ほぼ横ばいに推移しており、営業収入は226百万円となりました。 

＜ＦＣ部門＞ 

   第２四半期連結累計期間において、積和サポートシステム株式会社が連結子会社となったことにより、同社 

  に対するロイヤリティ収入等が発生しなくなったことにより、営業収入は174百万円となりました。 

＜その他部門＞ 

  ほぼ横ばいに推移しており、営業収入は７百万円となりました。  

   

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、主として現金及び預金並びに新規施設建設に伴う建設仮勘定等の

増加により、前第２四半期連結会計期間末比2,923百万円増の22,301百万円となりました。負債につきましては、主

として長期借入金の増加により、2,340百万円増の8,561百万円となりました。純資産は、582百万円増の13,739百万

円となり、自己資本比率は63.5％となりました。 

   

 前回公表（平成20年８月11日）いたしました平成21年３月期の通期業績予想につきまして、これまで必達目標とし

て努力をしてまいりました。しかしながらキャリアパスの導入に伴う労務費増を収入増と経費削減で補えきれなかっ

たこと、「Ｃアミーユ」の入居率が予定に届かなかったこと、「Ｃアミーユ」の償却費用がかさんだこと等により、

目標達成が困難な状況にあると判断いたしました。従いまして、連結での通期業績予想は、営業収入を272億円(前年

同期比17.9％増）、営業利益を38億80百万円（前年同期比1.2％減）、経常利益を37億50百万円（前年同期比1.1％

増）および当期純利益を20億円（前年同期比0.5％増）と修正させて頂きます。 

 なお、平成20年８月11日の決算短信で発表いたしました通期連結業績予想および平成20年５月12日の決算短信で発

表いたしました通期個別業績予想との差異は以下の通りであります。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 



  

 平成21年３月期通期業績見通し 

（1）連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）  

                                           （単位：百万円）  

  

（2）個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

                                              （単位：百万円） 

    

 該当事項はありません。  

   

１．簡便な会計処理 

  簡便な会計処理については重要性が乏しいため記載を省略しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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。

なお法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。  

  

   営業収入  営業利益  経常利益  当期純利益 
 １株あたり 

 期末配当金 

 前回予想（Ａ）  27,601  4,300  4,250  2,337  3,000円 

 今回修正（Ｂ）  27,200  3,880  3,750  2,000  2,800円 

 増減額（Ｂ－Ａ）  △401  △420  △500  △337  △200円 

 増減率  △1.5％  △9.8％  △11.8％  △14.4％  △6.7％ 

 前期実績  23,071  3,928  3,711  1,990  2,800円 

   営業収入  営業利益  経常利益  当期純利益  

 前回予想（Ａ）  24,600  3,900  3,910  2,150 

 今回修正（Ｂ）  24,000  3,400  3,410  1,825 

 増減額（Ｂ－Ａ）  △600  △500  △500  △325 

 増減率  △2.4％  △12.8％  △12.8％  △15.1％ 

 前期実績  22,150  3,512  3,535  2,000 

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） 

（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 

（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 

・会計処理基準に関する事項の変更  

１．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．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）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）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引

 に係る会計処理によっております。なお、リース取引開始日がリース会計基準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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用して

 おります。  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,100,273 4,388,885

営業未収入金 3,784,938 3,200,764

前払費用 533,818 388,287

その他 269,942 244,471

貸倒引当金 △5,737 △1,964

流動資産合計 9,683,234 8,220,445

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,277,444 2,506,767

車両運搬具（純額） 45,300 54,661

工具、器具及び備品（純額） 234,109 242,832

土地 1,610,092 1,444,472

リース資産（純額） 30,956 －

建設仮勘定 2,450,380 1,060,615

有形固定資産合計 7,648,283 5,309,349

無形固定資産   

のれん 233,272 240,282

その他 326,180 313,735

無形固定資産合計 559,453 554,018

投資その他の資産   

差入保証金 3,765,948 3,167,230

その他 652,784 873,767

貸倒引当金 △8,513 △3,826

投資その他の資産合計 4,410,218 4,037,171

固定資産合計 12,617,955 9,900,539

資産合計 22,301,190 18,120,985



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 358,670 329,052

短期借入金 199,404 －

未払金 1,312,138 909,707

未払法人税等 459,822 1,034,626

賞与引当金 186,835 296,327

その他 1,281,467 1,343,229

流動負債合計 3,798,339 3,912,944

固定負債   

長期借入金 4,018,632 －

退職給付引当金 7,316 5,702

役員退職慰労引当金 36,680 38,159

長期預り保証金 675,335 948,447

その他 24,917 －

固定負債合計 4,762,883 992,309

負債合計 8,561,222 4,905,253

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,925,160 3,925,160

資本剰余金 4,167,510 4,167,510

利益剰余金 6,069,918 5,127,726

株主資本合計 14,162,588 13,220,396

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,756 △4,665

評価・換算差額等合計 △7,756 △4,665

少数株主持分 △414,864 －

純資産合計 13,739,967 13,215,731

負債純資産合計 22,301,190 18,120,985



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収入 19,872,457

営業原価 14,230,593

営業総利益 5,641,864

販売費及び一般管理費 2,700,926

営業利益 2,940,937

営業外収益  

受取利息 32,559

その他 6,439

営業外収益合計 38,999

営業外費用  

支払利息 22,986

持分法による投資損失 128,432

その他 1,650

営業外費用合計 153,069

経常利益 2,826,868

特別利益  

前期損益修正益 4,228

特別利益合計 4,228

特別損失  

固定資産除却損 1,427

投資有価証券評価損 5,893

特別損失合計 7,320

税金等調整前四半期純利益 2,823,776

法人税、住民税及び事業税 1,342,314

法人税等合計 1,342,314

少数株主損失（△） △22,969

四半期純利益 1,504,431



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 2,823,776

減価償却費 321,579

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,364

賞与引当金の増減額（△は減少） △138,298

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,613

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,478

持分法による投資損益（△は益） 128,432

受取利息及び受取配当金 △32,997

支払利息 22,986

固定資産除却損 1,427

投資有価証券評価損益（△は益） 5,893

売上債権の増減額（△は増加） △240,966

前払費用の増減額（△は増加） △42,307

その他の流動資産の増減額（△は増加） △21,291

仕入債務の増減額（△は減少） 3,758

未払金の増減額（△は減少） 363,428

その他の流動負債の増減額（△は減少） 51,786

預り保証金の増減額（△は減少） △273,111

その他 82,089

小計 3,062,685

利息及び配当金の受取額 9,318

利息の支払額 △22,986

法人税等の支払額 △1,892,688

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,156,329

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,915,252

無形固定資産の取得による支出 △32,585

差入保証金の差入による支出 △392,777

差入保証金の回収による収入 3,775

投資有価証券の取得による支出 △411

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

122,148

長期貸付けによる支出 △147,000

その他 △25,077

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,387,180

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 3,539,000

長期借入金の返済による支出 △34,964

リース債務の返済による支出 △1,853

配当金の支払額 △559,943

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,942,239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 711,387

現金及び現金同等物の期首残高 4,188,885

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,900,273



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自平成

20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 当社グループは、介護サービス事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。  

   

 当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自平成

20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

 当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自平成

20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

   

（4）継続企業の前提に関する注記 

（5）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 営業収入      17,067,730

Ⅱ 営業原価      11,672,174

営業総利益      5,395,556

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,362,953

営業利益  3,032,602

Ⅳ 営業外収益  22,711

Ⅴ 営業外費用  120,640

経常利益  2,934,673

Ⅵ 特別利益  1,222

Ⅶ 特別損失  2,912

  税金等調整前四半期純利益  2,932,983

税金費用   1,317,124

四半期純利益  1,615,859



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月1日 至平成20年12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税金等調整前四半期純利益   2,932,983

 減価償却費       198,465

 貸倒引当金の減少額  △347

 賞与引当金の減少額 △101,177

 退職給付引当金の増加額  1,427

 役員退職慰労引当金の増加額       612

 受取利息       △21,806

 持分法による投資損失      120,640

 固定資産除却損   1,391

 売上債権の増加額 △302,681

 前払費用の増加額       △52,321

 たな卸資産の増加額  △4,105

 その他流動資産の増加額       △42,033

 仕入債務の増加額   88,088

 未払金の増加額       148,734

 未払費用の減少額      △9,527

 前受金の増加額   14,410

 その他流動負債の増加額       4,704

 預り保証金の減少額       △335,856

 その他       93,232

小計      2,734,835

 利息の受取額       130

 法人税等の支払額       △1,917,568

営業活動によるキャッシュ・フロー      817,397



  

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 有形固定資産の取得による支出       △625,308

 有形固定資産売却による収入       26,072

 無形固定資産取得による支出       △26,177

 差入保証金の払込による支出       △467,524

 差入保証金の返還による収入       97,624

 投資有価証券の取得による支出       △100,000

 長期前払費用の取得による支出       △2,042

 長期貸付による支出      △245,000

 その他       219

投資活動によるキャッシュ・フロー      △1,342,138

Ⅲ 財務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       △200,000

 配当金の支払額      △468,691

財務活動によるキャッシュ・フロー      △668,691

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減少額      △1,193,432

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高      4,156,502

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高      2,963,070



前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成20年12月31日）より、アミーユ事業（居宅介護部門

特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム）、認知症対応型共同生活介護（グループホーム））及びＣ

アミーユ事業（高齢者専用賃貸住宅及び住宅型有料老人ホーム）の二事業区分に区分しております。 

アミーユ事業の営業収入及び営業利益の金額は、全セグメントの営業収入の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、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。  

   

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成20年12月31日）において、本邦以外の国又は地域に

所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はございません。 

   

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成20年12月31日）において、海外売上高がないため該

当事項はありません。 

   

該当事項はありません。  

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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