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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 3,523 ― 26 ― 16 ― 13 ―

20年3月期第3四半期 3,195 12.0 104 130.1 96 224.0 39 66.2

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 1,320.14 ―

20年3月期第3四半期 3,782.28 ―

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 1,701 430 25.3 40,970.67
20年3月期 1,501 447 29.8 42,650.53

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  430百万円 20年3月期  447百万円

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 ― ― ― 3,000.00 3,000.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2,000.00 2,000.00

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 4,772 11.3 38 △64.0 18 △80.3 10 △71.3 952.38

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  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。  

(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 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  10,500株 20年3月期  10,500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（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  10,500株 20年3月期第3四半期  10,500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、当社が現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、そのため不確定要因や今
後の事業展開における状況変化等により、実際の業績は予想数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。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年来の米国サブプライム問題に端を発した米国金融市場の混乱

が深刻化し、その影響は実体経済にも波及する状況となり、景気の減速感がより一層強まってまいりました。 

  介護業界におきましては、昨年度の介護報酬の不正請求問題以来、介護事業における法令遵守の徹底と、介護サ

ービス提供者不足への対応が、依然として重要な経営課題であります。 

 こうした状況下、当社はコンプライアンス体制の強化と人材教育の充実を通じた、顧客満足の向上に努めてまい

りました。 

  一方、当社は営業基盤充実のため、新しい営業拠点として、４月に居宅支援住吉、５月に高専賃七里、８月にデ

イサービスセンター大杉、10月にデイサービスセンター春日町、エンゼルケア横須賀事業所、11月にデイサービス

センター江北、12月にデイサービスセンター幸町、居宅支援幸町を開設いたしました。 

  以上の結果、第３四半期累計期間の売上高は3,523百万円、営業利益は26百万円、経常利益は16百万円、四半期純

利益は13百万円となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

   （流動資産） 

 当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、1,107百万円（前事業年度末1,032百万円）となり、74百万

円増加しました。売掛金の増加77百万円が主な要因であります。 

   （固定資産） 

 当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は、594百万円（前事業年度末469百万円）となり、124百万円

増加しました。有形固定資産の増加85百万円、敷金及び保証金の増加20百万円が主な要因であります。 

   （流動負債） 

  当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は、627百万円（前事業年度末659百万円）となり、31百万円減

少しました。未払法人税等の減少44百万円、賞与引当金の減少22百万円、その他の増加35百万円が主な要因であり

ます。 

   （固定負債） 

 当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は、643百万円（前事業年度末394百万円）となり、248百万円

増加しました。長期借入金の増加240百万円が主な要因であります。 

   （純資産） 

  当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、430百万円（前事業年度末447百万円）となり、17百万円減  

 少しました。配当金の支払31百万円が主な要因であります。 

   （キャッシュ・フローの状況）  

   当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比較して、  

  2百万円減少し、293百万円となりました。 

      当第３四半期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、使用した資金は、15百万円となりました。これは、主に減価償却費68百万円に対し、賞与引当

金の減少額22百万円及び法人税等の支払による支出66百万円等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、使用した資金は、197百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出147 

百万円及び敷金及び保証金の差入による支出22百万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、得られた資金は、210百万円となりました。これは、長期借入金の新規借入による収入500百万

円に対し、長期借入金の返済による支出258百万円及び配当金の支払による支出31百万円によるものであります。 

  

  

   



３．業績予想に関する定性的情報  

     平成21年３月期の通期の業績予想につきましては、平成20年11月10日発表の「平成21年３月期業績予想の修  

   正に関するお知らせ」のとおりでございます。  

  

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  

１．簡便な会計処理 

・固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。  

      ・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法   

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

（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 

     １．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。 

 ２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっており

ましたが、当事業年度より「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、主として先入先出法による原価法（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。この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 293,187 295,483

売掛金 742,806 665,743

商品 229 269

原材料 4,516 2,256

その他 76,583 76,819

貸倒引当金 △10,149 △8,395

流動資産合計 1,107,174 1,032,176

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 320,205 254,912

その他（純額） 27,104 6,885

有形固定資産合計 347,309 261,797

無形固定資産 17,307 14,993

投資その他の資産   

敷金及び保証金 152,426 131,785

その他 86,243 69,155

貸倒引当金 △9,172 △8,112

投資その他の資産合計 229,498 192,827

固定資産合計 594,114 469,618

資産合計 1,701,289 1,501,795

負債の部   

流動負債   

買掛金 114,949 116,775

1年内返済予定の長期借入金 320,788 319,674

未払法人税等 － 44,161

賞与引当金 10,602 32,953

その他 181,242 145,449

流動負債合計 627,582 659,014

固定負債   

長期借入金 596,474 355,894

退職給付引当金 39,302 34,947

その他 7,738 4,108

固定負債合計 643,514 394,949

負債合計 1,271,097 1,053,964



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 205,125 205,125

資本剰余金 138,075 138,075

利益剰余金 86,992 104,630

株主資本合計 430,192 447,830

純資産合計 430,192 447,830

負債純資産合計 1,701,289 1,501,795



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 3,523,505

売上原価 3,023,757

売上総利益 499,748

販売費及び一般管理費 473,510

営業利益 26,237

営業外収益  

自動販売機収入 1,898

その他 2,445

営業外収益合計 4,343

営業外費用  

支払利息 12,279

その他 2,160

営業外費用合計 14,439

経常利益 16,142

特別利益  

社会保険料還付金 19,760

特別利益合計 19,760

特別損失  

事業所閉鎖損失 2,629

特別損失合計 2,629

税引前四半期純利益 33,272

法人税、住民税及び事業税 9,917

法人税等調整額 9,493

法人税等合計 19,411

四半期純利益 13,861



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,222,042

売上原価 1,042,027

売上総利益 180,014

販売費及び一般管理費 144,659

営業利益 35,354

営業外収益  

自動販売機収入 603

その他 1,052

営業外収益合計 1,656

営業外費用  

支払利息 4,278

営業外費用合計 4,278

経常利益 32,732

特別利益  

貸倒引当金戻入額 59

特別利益合計 59

特別損失  

事業所閉鎖損失 1,230

特別損失合計 1,230

税引前四半期純利益 31,561

法人税、住民税及び事業税 7,475

法人税等調整額 7,975

法人税等合計 15,450

四半期純利益 16,110



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 33,272

減価償却費 68,814

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,814

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,350

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,355

受取利息及び受取配当金 △372

支払利息 12,279

売上債権の増減額（△は増加） △77,062

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,221

その他の資産の増減額（△は増加） △1,572

仕入債務の増減額（△は減少） △1,825

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,499

その他の負債の増減額（△は減少） 38,974

その他 4,689

小計 63,293

利息及び配当金の受取額 372

利息の支払額 △12,795

法人税等の支払額 △66,480

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,609

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 △147,205

無形固定資産の取得による支出 △5,460

敷金及び保証金の差入による支出 △22,785

その他 △21,738

投資活動によるキャッシュ・フロー △197,188

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 500,000

長期借入金の返済による支出 △258,306

配当金の支払額 △31,191

財務活動によるキャッシュ・フロー 210,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,295

現金及び現金同等物の期首残高 295,483

現金及び現金同等物の四半期末残高 293,187



（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）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）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～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 売上高 3,195,130 

Ⅱ 売上原価 2,696,807 

売上総利益 498,323 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 393,367 

営業利益 104,955 

Ⅳ 営業外収益 4,685 

Ⅴ 営業外費用 12,979 

  経常利益  96,661 

Ⅵ 特別利益 400 

Ⅶ 特別損失 14,131 

 税引前四半期純利益 82,929 

 法人税、住民税及び事業税 33,546 

 法人税等調整額 9,669 

四半期純利益 39,713 



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～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   

 税引前四半期純利益 82,929 

 減価償却費 52,117 

 貸倒引当金の増減額 559 

 賞与引当金の増減額 △19,441 

 退職給付引当金の増減額 2,582 

 受取利息及び受取配当金 △445 

 支払利息 12,357 

 売上債権の増減額 △63,723 

 たな卸資産の増減額 △2,053 

 仕入債務の増減額 33,817 

 その他 3,953 

小計 102,653 

 利息及び配当金の受取額 445 

 利息の支払額 △12,586 

 法人税等の支払額 △38,080 

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,432 

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  △48,012 

 無形固定資産の取得による支出 △3,560 

 その他 △37,712 

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,284 

Ⅲ 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  200,000 

 長期借入金の返済による支出 △229,144 

 社債の償還による支出 △10,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,144 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △75,996 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 488,214 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 412,218 
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