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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 27,009 22.7 1,459 46.6 1,405 47.2 707 56.7
20年3月期第3四半期 22,003 23.5 995 483.2 954 788.8 451 ―

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 110.43 ―

20年3月期第3四半期 70.60 ―

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 15,987 3,003 18.8 468.76
20年3月期 12,009 2,456 20.5 383.33

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,003百万円 20年3月期  2,456百万円

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  

（注）20年3月期期末配当金の内容 記念配当5円00銭  

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 20.00

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 37,303 24.2 1,692 36.9 1,643 38.6 798 45.4 124.59

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、４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、４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3四半期  6,408,000株 20年3月期  6,408,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  158株 20年3月期  158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  6,407,842株 20年3月期第3四半期  6,396,303株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
1.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ



り、上記予想数値と異なる場合があります。 
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。  



(1) 業績の状況 

当第３四半期累計期間のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融危機による世界経済の急速な悪化

が、国内の実体経済にも影響し、企業収益の大幅な減少や雇用情勢の急激な悪化などがみられ、景気は悪化しました。 

介護業界におきましては、介護事業者は法令遵守と継続的に健全な運営を確保できる仕組み作り、ならびに安定的な

収益基盤の確立が求められています。 

 このような状況のもと、当社は内部監査体制を強化すると共に、金融商品取引法による内部統制の体制を整え、運用を

実施しております。また、営業活動を強化し収益改善に取り組んでまいりました。 

 当第３四半期累計期間において、在宅介護事業につきましては、デイサービスセンター21ヵ所とグループホーム１ヵ所

の新設、既存ヘルパーステーション６ヵ所の移転統合(事業所数の減少)を行いました。また営業活動を強化して利用者の

確保に努め、これまでに開設しましたデイサービスセンターの利用率を引き上げて収益改善を図りました。 

有料老人ホーム事業につきましては、介護付有料老人ホームを12月に福島県郡山市に開設いたしました。また営業活

動を強化して入居者の確保に努め、これまでに開設した有料老人ホームの入居率を引き上げて収益改善を図りました。 

 人材派遣事業につきましては、営業拠点を拡大するため、埼玉県熊谷市、福井県福井市、宮崎県宮崎市など24ヵ所の事

業所を開設いたしました。 

これによりまして、当第３四半期累計期間末における当社の事業所数は、47都道府県429ヵ所となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は27,009百万円（前年同期比22.7％増）、営業利益は1,459百万円

（前年同期比46.6％増）、経常利益は1,405百万円（前年同期比47.2％増）、四半期純利益は707百万円（前年同期比

56.7％増）となりました。 

事業部門別に見てみますと、在宅介護事業の売上高は19,430百万円（前年同期比8.7％増）、有料老人ホーム事業の売

上高は2,929百万円（前年同期比87.0％増）、人材派遣事業の売上高は4,627百万円（前年同期比81.7％増）、その他事業

の売上高は21百万円（前年期比6.5％増）となりました。 

  

(通期業績の見通し) 
 在宅介護事業につきましては、訪問介護や訪問入浴を提供している既存ヘルパーステーションの職場環境の改善とサー

ビスの複合化により安定的な収益を確保するため、デイサービスセンターなど49ヵ所の開設と既存ヘルパーステーション

13ヵ所の移転統合(事業所数の減少)を行います。有料老人ホーム事業につきましては介護付有料老人ホーム２施設、人材

派遣事業につきましては24ヵ所の事業所を開設し、事業を拡大してまいります。 

 以上の取組みにより、通期の売上計画につきましては、在宅介護事業で26,244百万円（前期比10.0％増）、有料老人ホ

ーム事業で4,274百万円（前期比79.5％増）、人材派遣事業で6,757百万円（前期比80.1％増）、その他事業で25百万円

（前期比6.2％減）、合計で37,303百万円（前期比24.2％増）を予想しております。 

損益計画につきましては、営業利益1,692百万円（前期比36.9％増）、経常利益1,643百万円（前期比38.6％増）、当

期純利益798百万円（前期比45.4％増）を予想しております。 

  

（1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末における総資産については、前事業年度末に比べ総資産が3,978百万円増加し15,987百万

円となりました。主な増加要因は、現金及び預金の増加1,725百万円、土地の増加580百万円、売掛金の増加570百万

円、および長期貸付金（建設協力金等）の増加419百万円等であります。 

  負債は前事業年度末に比べ3,430百万円増加し12,983百万円となりました。主な増減要因は、短期借入金の増加

2,250百万円、1年内償還予定の社債の増加1,000百万円、未払金の増加562百万円等に対し、1年内返済予定の長期借

入金の減少293百万円、未払法人税等の減少251百万円等の結果であります。 

  純資産は前事業年度末に比べ547百万円増加し3,003百万円となりました。主な増減要因は四半期純利益による増加

707百万円に対し、配当金等の支払による減少160百万円等であります。 

   (2）キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期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。）の残高は2,330百万円と、前事業

年度末に比べ1,359百万円の増加となりました。  

  当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、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） 

 当第３四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は595百万円となりました。これは主に、税引前四半

期純利益の計上1,404百万円、未払金の増加500百万円等に対し、売上債権の増加570百万円、法人税等の支払額929百

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 



万円等の結果であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は1,931百万円となりました。これは主に、貸付（建

設協力金）による支出778百万円、有形固定資産の取得による支出611百万円、および有料老人ホームの入居金の保全

預金の担保差入れによる支出365百万円等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） 

 当第３四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は2,695百万円となりました。これは主に、短期借入

金の純増加額2,250百万円、社債の発行による収入976百万円等に対し、長期借入金の返済による支出921百万円等に

よるものであります。   

  

  

業績予想につきましては、平成20年９月10日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

  

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。  

  

３．業績予想に関する定性的情報 

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 

（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従来、人材派遣事業の支店において発生する経費は、販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、第

１四半期会計期間より売上原価に計上する方法に変更いたしました。この変更は、人材派遣事業の規模拡大に伴

い、原価管理体制の明確化を図るとともに、売上と売上原価の対応をより適正に表示するために行ったものであ

ります。 

 この変更により、従来の方法と比べ当第３四半期累計期間の売上原価は751,444千円増加し、売上総利益およ

び販売費及び一般管理費はそれぞれ同額減少しております。 

  



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 3,151,778 1,426,687

売掛金 3,989,231 3,418,853

貯蔵品 33,527 27,298

前払費用 509,758 378,554

繰延税金資産 206,389 206,389

短期貸付金 222,114 143,529

未収入金 482,718 443,822

立替金 46,354 22,250

その他 15,128 13,277

貸倒引当金 △25,000 △18,500

流動資産合計 8,632,001 6,062,163

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 445,957 482,911

構築物（純額） 22,551 24,725

車両運搬具（純額） 201 247

工具、器具及び備品（純額） 29,026 29,316

土地 729,196 148,704

建設仮勘定 17,400 －

有形固定資産合計 1,244,334 685,906

無形固定資産   

借地権 23,140 23,140

ソフトウエア 20,187 24,374

電話加入権 6,021 6,021

ソフトウエア仮勘定 225,554 42,307

その他 4,248 4,546

無形固定資産合計 279,151 100,390

投資その他の資産   

長期貸付金 3,394,623 2,975,508

従業員に対する長期貸付金 113,881 125,927

長期前払費用 757,849 624,695

繰延税金資産 65,910 65,910

敷金及び保証金 1,495,221 1,365,139

その他 4,404 3,396

投資その他の資産合計 5,831,890 5,160,578

固定資産合計 7,355,375 5,946,874

資産合計 15,987,377 12,009,037



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,962 11,165

短期借入金 2,250,000 －

1年内返済予定の長期借入金 911,386 1,204,565

1年内償還予定の社債 1,100,000 100,000

未払金 2,500,812 1,938,759

未払費用 27,977 51,688

未払法人税等 363,260 614,593

前受金 587,698 531,923

預り金 448,446 214,246

賞与引当金 170,223 290,512

流動負債合計 8,371,767 4,957,454

固定負債   

社債 1,300,000 1,350,000

長期借入金 1,691,065 1,716,380

長期前受金 1,321,112 1,319,880

長期預り保証金 89,062 51,483

退職給付引当金 204,267 157,541

その他 6,358 －

固定負債合計 4,611,864 4,595,284

負債合計 12,983,632 9,552,739

純資産の部   

株主資本   

資本金 814,625 814,625

資本剰余金 833,825 833,825

利益剰余金 1,355,406 807,960

自己株式 △112 △112

株主資本合計 3,003,744 2,456,298

純資産合計 3,003,744 2,456,298

負債純資産合計 15,987,377 12,009,037



（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 27,009,091

売上原価 23,779,760

売上総利益 3,229,330

販売費及び一般管理費 1,770,256

営業利益 1,459,074

営業外収益  

受取利息 45,403

助成金収入 14,298

その他 8,589

営業外収益合計 68,292

営業外費用  

支払利息 70,893

社債利息 13,124

社債発行費 23,068

その他 15,110

営業外費用合計 122,197

経常利益 1,405,169

特別損失  

固定資産除却損 1,058

特別損失合計 1,058

税引前四半期純利益 1,404,111

法人税等 696,468

四半期純利益 707,642



（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 1,404,111

減価償却費 59,655

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △120,289

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,725

受取利息及び受取配当金 △45,404

支払利息 70,893

社債利息 13,124

社債発行費 23,068

シンジケートローン手数料 3,000

有形固定資産除却損 1,058

売上債権の増減額（△は増加） △570,377

未収入金の増減額（△は増加） △38,957

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,228

その他の流動資産の増減額（△は増加） △150,459

仕入債務の増減額（△は減少） 797

未払金の増減額（△は減少） 500,222

長期前受金の増減額（△は減少） 55,022

長期預り保証金の増減額（△は減少） 42,579

その他の流動負債の増減額（△は減少） 262,976

その他の固定負債の増減額（△は減少） 6,358

小計 1,564,376

利息及び配当金の受取額 45,327

利息の支払額 △85,066

法人税等の支払額 △929,522

営業活動によるキャッシュ・フロー 595,115

投資活動によるキャッシュ・フロー  

預金の担保差入れによる支出 △365,917

有形固定資産の取得による支出 △611,448

無形固定資産の取得による支出 △199,216

敷金及び保証金の差入による支出 △136,560

敷金及び保証金の回収による収入 3,457

貸付けによる支出 △778,200

貸付金の回収による収入 157,532

その他 △1,441

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,931,794



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,250,000

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △921,494

社債の発行による収入 976,931

社債の償還による支出 △50,000

配当金の支払額 △159,584

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,695,853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,359,173

現金及び現金同等物の期首残高 971,678

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,330,851



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

６．その他の情報 

（１）重要な後発事象  

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） 

１. 当社は、平成21年１月22日開催の取締役会におい

て、設備資金および運転資金の調達を安定的かつ機

動的に行うため、コミットメント期間付タームロー

ン契約を締結する旨を決議いたしました。  

２．借入先の名称 

 株式会社三菱東京UFJ銀行 

３．契約の内容 

①借入上限額   

  1,500,000千円 

 ②契約日 

  平成21年１月30日 

 ③コミットメント期間 

  平成21年１月30日～平成22年３月31日 

 ④返済期限 

  平成27年３月31日 

 ⑤返済方法 

  コミットメント期間終了後、５年間元金均等返済  

 ⑥財務制限条項 

  各事業年度において、前事業年度純資産合計の

100％以上の金額を維持していること。 

  各事業年度において、営業損失及び経常損失のい

ずれかを計上しないこと。    



（２）リース取引関係 

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） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常

の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っており、

「リース取引に関する会計基準」において、不動産取引

の取扱いが明確になったことに伴い、リース取引残高が

前事業年度末に比べて著しい変動が認められます。 
  
（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び残高相当額 

  

  
取得価額相当
額 

(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

残高相当額
(千円) 

建物 24,024,480  4,122,213 19,902,266

車両運搬具 553,757  426,739 127,018

工具、器具 
及び備品 1,557,081  827,941 729,140

ソフトウェア 352,750  149,158 203,592

合計 26,488,070  5,526,053 20,962,016

２．未経過リース料残高相当額等 

未経過リース料残高相当額 

  

１年内 1,518,985千円

１年超 19,531,719千円

合計 21,050,705千円

３．四半期会計期間及び四半期累計期間に係る支払リー

ス料、減価償却費相当額、支払利息相当額 

  会計期間 

(千円) 
  累計期間 

(千円) 

支払リース料 502,978  1,488,503

減価償却費相当額 435,262  1,297,254

支払利息相当額 105,055  305,122

４．四半期会計期間及び四半期累計期間の減価償却費相

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。 

  
５．四半期会計期間及び四半期累計期間の利息相当額の

算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

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。 



  

 （３）施設の賃借について  

当社のデイサービスセンター、グループホーム、および有料老人ホーム等の施設は、ほとんどがリースバック方

式によるものです。 

リースバック方式とは、オーナー様が所有する土地に施設を建設して頂き、その施設を当社がおおよそ15年～30

年の契約期間にわたり賃借するものであります。施設の建設にあたりましては、当社からオーナー様へ工事費の一部

を建設協力金（長期貸付金）として無利息で貸し付け、契約期間における家賃相殺をもって返済することとしており

ます。 

この施設の賃借料につきましては、従来の会計処理上は地代家賃として毎月費用処理をしておりましたが、当事

業年度よりリース会計基準が変更され、当社のリースバック方式はファイナンス・リース取引に該当すると判定され

るため、売買処理に準じた会計処理を行なうことになりました。これにより、当事業年度に開設した施設より、建物

の引渡し日（リース取引開始日）に売買取引があったものとみなされ、契約期間における建物賃料相当分がリース資

産およびリース債務として貸借対照表に計上され、リース資産については減価償却により費用化されることになりま

す。また、支払地代家賃は元利金の返済とみなされ、元本返済額と利息相当額に区分し、元本返済額がリース債務か

ら減額され、利息相当額が営業外費用に計上されます。 

 当社では、当該会計処理の四半期決算における早期適用は行なっておらず、業績予想にも含めておりません。しか

しながら、当事業年度の下期には出店が集中しており、期末時点の貸借対照表および損益計算書にこの影響額が反映

されてまいります。また、当社は引続き成長戦略を推進しておりますが、基本的に今後もリースバック方式を採用す

る計画であることから、来期以降も同様の影響が発生する見込であります。 

  

（４）介護報酬の改定について 

 平成21年４月から介護報酬が改定されます。平成12年４月の介護保険制度導入以来3度目の改定になります。これ

まで２度の改定では介護報酬が引き下げられましたが、今回は初めて介護報酬が引き上げられます。改定の骨組みは

明らかになりましたが、細部の取扱いは、これから明らかになります。 

  

  



「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 

  

科目 

前年同四半期
（自平成19年４月１日 
至平成19年12月31日） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  22,003,943

Ⅱ 売上原価  19,136,211

売上総利益  2,867,731

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,872,431

営業利益  995,299

Ⅳ 営業外収益  54,092

Ⅴ 営業外費用  94,908

経常利益  954,483

Ⅶ 特別損失  2,853

税引前四半期純利益  951,630

税金費用  500,081

四半期純利益  451,548



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期

（自平成19年４月１日 
至平成19年12月31日） 

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  951,630

減価償却費  61,341

賞与引当金の減少額 △112,739

退職給付引当金の増加額  37,631

貸倒引当金の増加額  8,500

受取利息及び受取配当金 △35,174

支払利息  70,964

社債利息  9,868

社債発行費  6,341

シンジケートローン手数料  3,036

有形固定資産除却損  2,853

売上債権の増加額 △484,996

未収入金の増加額 △60,375

たな卸資産の増加額 △3,275

その他流動資産の増加額 △135,814

仕入債務の減少額 △448

未払金の増加額  503,020

長期前受金の増加額  324,507

長期預り保証金の増加額  6,463

その他流動負債の増加額  227,627

小計  1,380,961

利息及び配当金の受取額  35,097

利息の支払額 △76,201

法人税等の支払額 △398,886

営業活動によるキャッシュ・フロー  940,971

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

預金の担保預入れによる支出 △121,350

有形固定資産の取得による支出 △28,375

無形固定資産の取得による支出 △14,099

敷金及び保証金の差入による支出 △77,836

敷金及び保証金の返還による収入  8,528

貸付による支出 △888,015

貸付の回収による収入  132,577

その他  11,521

投資活動によるキャッシュ・フロー △977,049



  

  

  

  
前年同四半期

（自平成19年４月１日 
至平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

長期借入金の借入による収入  700,000

長期借入金の返済による支出 △872,241

社債の発行による収入  493,658

株式の発行による収入  8,750

配当金の支払額 △63,472

自己株式の取得による支出 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー  266,653

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増加額  230,575

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  977,561

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,208,136
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