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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）

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 42,253 ― 924 ― 664 ― △86 ―
20年3月期第3四半期 47,141 21.2 726 2.2 580 △7.5 42 △34.9

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 △6.42 ―
20年3月期第3四半期 3.16 ―

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 12,689 2,890 21.5 202.07
20年3月期 27,334 3,367 10.7 216.81

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  2,728百万円 20年3月期  2,929百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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  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 55,095 △12.2 1,080 △1.7 814 △3.4 77 16.5 5.75

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）  有  

(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  無  

(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） 

〔（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。〕 

(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．平成20年８月１日公表の業績予想は、平成20年11月14日公表の「平成21年３月期通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」において修正して 
  おりますのでご参照ください。 
２．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。業績予想に関する事項については３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に 
  関する定性的情報をご参照ください。 
３．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 2 社 （社名
株式会社ライフコミューン、株式会社ライフコミ
ューンパートナー

）

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 13,979,664株 20年3月期 13,979,664株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 477,814株 20年3月期 469,237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 13,508,807株 20年3月期第3四半期 13,511,048株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、アメリカのサブプライムローン問題に端を発した世界的な

金融危機による世界的規模の経済停滞が急速に深刻化したことに加え、大手証券会社の経営破綻を機に実体経済に

も著しい影響をもたらしたことから、景況感は一段と悪化いたしました。また、円高進行による輸出企業への悪影

響並びに穀物等原材料の価格高止まり、食材の安全性への懸念等による各物価指数への影響がみられ、個人消費に

至りましては、ガソリン価格は低下したものの、雇用・所得環境が一層厳しさを増すなか、景気後退感による消費

者の生活防衛意識の高まりから急速に減退いたしました。 

このような情勢下、当第３四半期連結累計期間の売上高は、422億53百万円（前年同期比10.4％減）となりまし

た。これは主に株式会社ライフコミューン株式の譲渡に伴い、第２四半期連結会計期間から株式会社ライフコミュ

ーンを連結除外した事による影響によるものであります。収益面においては、株式会社ライフコミューン株式の譲

渡による同社関連ののれん償却負担の減少もあり、営業利益は９億24百万円（前年同期比27.3％増）、経常利益は

資本政策に伴う各種アドバイザリー・フィーの計上が当第３四半期連結会計期間にありましたが前述の営業利益の

増加により、６億64百万円（前年同期比14.5％増）、四半期純損失は株式会社ライフコミューン株式の譲渡による

子会社株式売却損を特別損失として計上した影響もあり86百万円となりました。 

（給食事業） 

当社グループの主力である給食業界につきましては、事業所向け給食において、企業の収益減少に伴う設備投資

への影響もありながら、従前より遂行予定であった企業の本社建替えに伴う新規案件が漸増傾向であり、医療・福

祉向け給食では、介護保険・医療制度改定に伴う契約改定要請による喫食単価の落込みの影響が一巡しつつあるも

のの、業界全体では、同業他社との価格競争は依然と激化している一方で、前述の経済環境による食材仕入価格の

上昇や個人雇用環境の不安はあるものの、依然として従業員・パートタイマーの確保難による人件費並びに採用経

費の上昇、企業の収益減少に伴う間接コスト削減の一環として福利厚生の圧縮、工場等の稼動率低下による喫食数

の減少等により依然として厳しい状況で推移いたしました。  

当社グループの成長戦略としては、有料老人ホーム向け給食受託セグメントを中心に、引き続き高シェアを維持

すべく、当社グループの強みである栄養管理や医療周辺機能の提供等を通じて既存顧客の深耕、新規顧客の開拓に

努めると共に、足場固め戦略としては、赤字事業所の閉鎖や食材費上昇を踏まえた顧客との契約単価の値上げ交渉

並びに食材原価とその調達コスト抑制のため、食材仕入の効率化や物流体制の集約化に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、388億26百万円となりました。   

（介護サービス事業） 

介護業界につきましては国家財政負担の関係から行政主導の総量規制等の影響もありますが、年々進展する高齢

化に加え、多様な介護サービスへのニーズの高まりを背景に、市場は引き続き拡大しております。 

当社グループとしては、前年に続き、成長戦略よりも足場固め戦略の遂行を優先し、人材の配置転換などを通じ

た人件費構造の効率化に加え、セカンドブランド（廉価版）導入、入居金ゼロキャンペーンによるターゲットの拡

大と稼働率向上等の営業体制強化による新規入居契約獲得数の向上などを通じた既存施設における入居率のアップ

により、経常損益の黒字化に努めてまいりました。 

しかしながら、当社グループは、前連結会計年度末において継続企業の前提に関する事項について、資産と負債

の期間適合性という点ではキャッシュポジションの大幅なマイナスギャップが生じている旨の注記をいたしまし

た。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、財務健全性の向上として、選択と集中という観点で当社グループ事業

領域のあり方を再度見直した結果、平成20年８月１日付で公表済みである「連結子会社（株式会社ライフコミュー

ン）の株式譲渡及び当社グループ介護サービス事業部門の廃止に関するお知らせ」及び平成20年９月12日付で公表

済みである「株式会社ライフコミューンの株式譲渡完了に関するお知らせ」のとおり当社保有の株式会社ライフコ

ミューンの全株式を株式会社キノシタ・マネージメントへ25億円で譲渡いたしました。 

本株式譲渡を通じて、第２四半期連結会計期間より株式会社ライフコミューン並びに同社子会社株式会社ライフ

コミューンパートナーの２社を当社の連結範囲から除外しており、介護サービス事業を廃止しております。  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、32億38百万円となりました。   

（その他事業） 

従来の経営戦略である事業多角化をより推進するべく、当社グループ内企業再編により、平成19年５月31日付で

株式会社レオックヒューマンケアの株式取得を通じて、既存事業とシナジーの高い医療周辺事業の拡充を、将来の

種まき的位置付けとして、平成19年10月１日付で株式会社フィートエンターテイメントの一部株式取得を通じて連

結子会社化しスポーツ事業に進出、平成19年10月５日付で株式会社ディア・マザーの新規設立を通じて育児支援事

業に進出するなど事業領域の拡大を図ってまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、１億87百万円となりました。 

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 



（１） 資産、負債及び純資産に関する定性的情報 

（総資産） 

当第３四半期連結累計期間末における総資産は、株式会社ライフコミューン株式の譲渡による同社関連の現預

金、固定資産等の連結除外などにより、前連結会計年度末から146億44百万円減少し126億89百万円となりました。

（負債） 

当第３四半期連結累計期間末における負債は、短期借入金及び長期借入金の返済に加え、株式会社ライフコミュ

ーン株式の譲渡による同社関連の有利子負債、長期前受金等の連結除外などにより、前連結会計年度末から141億

66百万円減少し97億99百万円となりました。 

（純資産） 

当第３四半期連結累計期間末における純資産は、前連結会計年度末から４億77百万円減少し28億90百万円となり

ました。 

（２） キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主に株式会社ライフコミュ

ーン連結除外に伴う資金の減少もあり、前連結会計年度末比13億27百万円減少し、当第３四半期連結累計期間末で

は36億59百万円となりました。  

当第３四半期連結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） 

営業活動の結果得られた資金は、６億93百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益にのれん償

却額、減価償却費、株式会社ライフコミューン株式の譲渡による子会社株式売却損３億90百万円等を加えた資金の

源泉が11億52百万円、売上債権の増加額１億99百万円、仕入債務の増加額４億２百万円及び法人税等の支払額８億

75百万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） 

投資活動の結果得られた資金は、３億67百万円となりました。これは主に株式会社ライフコミューン株式の譲渡

による子会社株式の売却収入２億26百万円及び遊休不動産の売却による収入１億５百万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） 

財務活動の結果使用した資金は、23億88百万円となりました。これは主に長短期借入れ65億25百万円、長短期借

入金の返済87億99百万円によるものであります。  

平成20年８月１日に公表済みである『連結子会社「株式会社ライフコミューン」の株式譲渡及び当社グループ介護

サービス事業部門の廃止に関するお知らせ』及び平成20年９月12日付で公表済みである「株式会社ライフコミューン

の株式譲渡完了に関するお知らせ」のとおり当社保有の株式会社ライフコミューンの全株式を株式会社キノシタ・マ

ネージメントへ25億円で譲渡いたしました。 

本株式譲渡に伴い、業績予想の見直しを行った結果、平成20年３月21日に公表の「平成21年３月期（連結・個別）

の業績予想に関するお知らせ」の業績予想を修正しております。詳細は平成20年８月１日に公表いたしました「子会

社株式売却損の発生並びに平成21年３月期第２四半期累計期間及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知

らせ」及び平成20年11月14日に公表いたしました「平成21年３月期第２四半期（連結・個別）業績予想との差異及び

平成21年３月期通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

  

 当社は第２四半期連結会計期間において、株式会社ライフコミューンの全株式を譲渡したため、同社及びその

子会社である株式会社ライフコミューンパートナーを連結の範囲から除外しております。  

なお、同社株式の譲渡契約日が平成20年８月８日であるため、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書につ

きましては、第１四半期連結会計期間を連結しております。 

   

 該当事項はありません。 

  

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 

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 

（会計基準等の改正に伴う変更） 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用  

 通常の目的で保有するたな卸資産については、従来、主として最終仕入原価法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「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、主として最終仕入原価法による原価法（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。 

なお、これによる損益への影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

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（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が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、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

なお、これによる損益への影響はありません。 

（追加情報） 

「継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況」の解消について 

当社グループは、前連結会計年度において返済期限を迎えた長期シンジケートローン残高14億50百万円につい

て、取引金融機関との協議の結果１年間の短期借入れによる借換えを行いました。その結果、前連結会計年度末

時点において、短期借入金残高が51億50百万円と増加し、資産と負債の期間適合性という点ではキャッシュポジ

ションの大幅なマイナスギャップが生じておりました。当該状況により、前連結会計年度末において継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しておりました。 

当社グループは当該状況を解消すべく、平成20年８月１日付にて当社保有の株式会社ライフコミューンの全株

式を株式会社キノシタ・マネージメントへ25億円で譲渡をすることを決定し、平成20年８月８日に株式譲渡契約

を締結、平成20年９月12日に株式の受渡し及び決済を完了しております。 

本株式譲渡及び譲渡代金の決済に伴い、株式会社ライフコミューンが有する固定資産や短期借入金を含め同社

貸借対照表が当社の連結範囲から除外されたことに加え、株式会社ライフコミューン株式の資金化を通じて、短

期借入金の返済を実施したことによりキャッシュポジションを適正化できたものと考えており、第２四半期連結

会計期間において「継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況」は解消したものと判断してお

ります。 

従いまして、前連結会計年度の連結財務諸表に注記しておりました「継続企業の前提に関する重要な疑義を抱

かせる事象又は状況」に関する注記については、当第３四半期連結累計期間における四半期連結財務諸表には注

記しておりません。 

  



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 3,659,218 5,186,864

受取手形及び売掛金 5,207,404 6,327,585

商品 35,705 35,074

原材料 166,922 167,661

その他 820,926 1,396,339

貸倒引当金 △22,395 △58,731

流動資産合計 9,867,782 13,054,794

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 379,701 4,216,386

減価償却累計額 △249,971 △1,160,483

建物及び構築物（純額） 129,730 3,055,902

土地 151,580 2,900,044

その他 242,908 1,264,591

減価償却累計額 △202,945 △831,795

その他（純額） 39,963 432,796

有形固定資産合計 321,275 6,388,743

無形固定資産   

のれん 1,572,387 4,629,916

その他 76,975 209,981

無形固定資産合計 1,649,362 4,839,897

投資その他の資産 851,539 3,050,893

固定資産合計 2,822,177 14,279,534

資産合計 12,689,959 27,334,328

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,402,989 2,455,458

短期借入金 1,000,000 5,150,000

未払金 2,532,136 2,436,565

未払法人税等 43,085 558,345

賞与引当金 485,499 831,574

入居金返金引当金 － 44,700

その他 1,416,330 4,668,952

流動負債合計 7,880,042 16,145,596

固定負債   

社債 － 540,000

長期借入金 1,875,838 3,598,206

長期前受金 － 3,134,010

その他 43,576 548,519

固定負債合計 1,919,414 7,820,735

負債合計 9,799,456 23,966,332



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 700,158 700,158

資本剰余金 354,327 354,327

利益剰余金 1,867,740 2,062,565

自己株式 △191,112 △187,260

株主資本合計 2,731,112 2,929,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,803 △634

評価・換算差額等合計 △2,803 △634

少数株主持分 162,193 438,840

純資産合計 2,890,502 3,367,996

負債純資産合計 12,689,959 27,334,328



（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) 

売上高 42,253,428

売上原価 36,833,481

売上総利益 5,419,947

入居金返金引当金繰入額 44,100

差引売上総利益 5,375,847

販売費及び一般管理費 4,451,230

営業利益 924,616

営業外収益  

受取利息 4,231

受取配当金 336

受取手数料 15,915

その他 36,716

営業外収益合計 57,199

営業外費用  

支払利息 116,206

支払手数料 188,926

その他 12,424

営業外費用合計 317,556

経常利益 664,259

特別利益  

前期損益修正益 1,924

事業所閉鎖による収入 5,990

特別利益合計 7,915

特別損失  

子会社株式売却損 390,989

投資有価証券評価損 36,513

減損損失 45,041

その他 35,117

特別損失合計 507,661

税金等調整前四半期純利益 164,513

法人税、住民税及び事業税 137,356

法人税等調整額 137,598

法人税等合計 274,955

少数株主損失（△） △23,699

四半期純損失（△） △86,741



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 13,077,049

売上原価 11,532,376

売上総利益 1,544,672

販売費及び一般管理費 1,266,366

営業利益 278,305

営業外収益  

受取利息 155

受取配当金 150

受取手数料 4,660

助成金収入 7,191

その他 3,672

営業外収益合計 15,828

営業外費用  

支払利息 16,561

支払手数料 168,126

その他 2,020

営業外費用合計 186,709

経常利益 107,425

特別利益  

前期損益修正益 1,344

事業所閉鎖による収入 708

特別利益合計 2,052

特別損失  

投資有価証券評価損 36,513

減損損失 16,464

金利スワップ解約損 22,169

その他 2,310

特別損失合計 77,456

税金等調整前四半期純利益 32,021

法人税、住民税及び事業税 △40,663

法人税等調整額 147,609

法人税等合計 106,945

少数株主損失（△） △12,847

四半期純損失（△） △62,076



（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 164,513

減価償却費 110,620

減損損失 45,041

のれん償却額 410,725

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,916

入居金返金引当金の増減額（△は減少） △600

受取利息及び受取配当金 △4,567

支払利息 116,206

子会社株式売却損益（△は益） 390,989

有形固定資産売却損益（△は益） 952

投資有価証券評価損益（△は益） 36,513

売上債権の増減額（△は増加） △199,839

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,221

長期前払費用の増減額（△は増加） 33,062

仕入債務の増減額（△は減少） 402,177

未払人件費の増減額（△は減少） △4,024

未払消費税等の増減額（△は減少） 49,314

未払金及び預り金の増減額（△は減少） 46,958

前受金の増減額（△は減少） 35,336

その他 55,032

小計 1,672,275

利息及び配当金の受取額 4,376

利息の支払額 △107,045

法人税等の支払額 △875,747

営業活動によるキャッシュ・フロー 693,858

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 △100,000

定期預金の払戻による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △12,355

有形固定資産の売却による収入 105,131

投資有価証券の取得による支出 △29,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

226,913

短期貸付金の回収による収入 60

長期貸付けによる支出 △8,000

長期貸付金の回収による収入 7,347

敷金及び保証金の差入による支出 △31,633

敷金及び保証金の回収による収入 9,194

その他 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー 367,147



（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) 

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 4,350,000

短期借入金の返済による支出 △7,150,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,691

長期借入れによる収入 2,175,838

長期借入金の返済による支出 △1,649,629

自己株式の取得による支出 △3,852

配当金の支払額 △108,317

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,388,652

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,327,645

現金及び現金同等物の期首残高 4,986,864

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,659,218



 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３四半期連結累計期

間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 給食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高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。 

  

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３四半期連結累計期間

（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３四半期連結累計期間

（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」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。   

  

  

科目 

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） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  47,141,700

Ⅱ 売上原価  40,720,258

 売上総利益  6,421,442

 入居金返金引当金戻入益  11,820

 入居金返金引当金繰入額  32,250

差引売上総利益  6,401,012

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,674,692

営業利益  726,319

Ⅳ 営業外収益  98,350

Ⅴ 営業外費用  244,558

経常利益  580,111

Ⅵ 特別利益  444,534

Ⅶ 特別損失  345,242

税金等調整前第３四半期純利益  679,404

法人税等  523,769

少数株主損失 △112,989

第３四半期純利益  42,645



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。  

  
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      

 税金等調整前第３四半期純利益  679,404
 減価償却費  280,639
 減損損失  186,596
 のれん償却額  683,919
 貸倒引当金の減少額 △402,078

 入居金返金引当金の増加額  7,530
 受取利息及び受取配当金 △13,837

 支払利息  209,855
 有形固定資産除売却損  63,905
 売上債権の増加額 △345,447

 たな卸資産の増加額 △18,336

 仕入債務の増加額  337,556
 人件費債務の減少額 △253,604

 未払金及び預り金の減少額 △180,367

 未払消費税等の減少額 △22,579

 その他  57,554

小計  1,270,710

 利息及び配当金の受取額  13,717
 利息の支払額 △199,438

 法人税等の支払額 △378,491

 法人税等の還付額  261,951

営業活動によるキャッシュ・フロー  968,449

Ⅱ 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 △400,000

 定期預金の払戻による収入  400,000
 有形固定資産の取得による支出 △252,901

 有形固定資産の売却による収入  339
 無形固定資産の取得による支出 △36,438

 投資有価証券の取得による支出 △254,500

 短期貸付金の回収による収入  3,470
 長期貸付による支出 △165,000

 長期貸付金の回収による収入  32,662
 保証金敷金の拠出による支出 △12,453

 保証金敷金の返還による収入  132,234
 投資活動によるその他の支出 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △552,595

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入による収入  3,425,000
 短期借入金の返済による支出 △4,225,000

 長期借入による収入  1,950,000
 長期借入金の返済による支出 △2,030,230

 社債の償還による支出 △507,500

 自己株式の取得による支出 △217

 親会社による配当金の支払額 △107,995

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,495,942

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △1,080,088

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  6,748,973

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高  5,668,885



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） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は413,730千円であり、その主なも

のは、当社におけるグループ全体の管理業務に係る費用であります。 

     

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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支店がないため、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〕 

  （単位：千円）

  給食事業 
介護サービス
事業 

その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上

高 
 37,413,891  9,595,699  132,109  47,141,700  －  47,141,700

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 932,574  －  －  932,574  (932,574)  －

計  38,346,466  9,595,699  132,109  48,074,275  (932,574)  47,141,700

 営業費用  37,230,199  9,600,467  102,150  46,932,817  (517,436)  46,415,380

営業利益又は営業損失

(△) 
 1,116,266  △4,767  29,958  1,141,457  (415,137)  726,319

事業区分 事業の内容

給食事業 医療機関・社会福祉施設等及び企業等の給食受託事業等 

介護サービス事業 有料老人ホーム等の運営事業等 

その他事業  医療周辺事業 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

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） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  



１. 当社は、株式会社小野寺事務所の完全子会社になることを目的として、平成21年２月６日開催の当社取締役会に

おいて、全部取得条項付普通株式発行のため等の定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の全部取得（以下

「本定款一部変更等」といいます。）について平成21年３月10日開催予定の当社臨時株主総会及び普通株主による

種類株主総会に付議することを決議しました。 

 なお、当社臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において特別決議による承認が得られた場合、当該全

部取得条項付普通株式の全部取得の効力は、平成21年４月１日に発生する予定です。本定款一部変更等の結果、当

社株式はジャスダック証券取引所の上場廃止基準に該当しますので、当社普通株式は、平成21年３月11日から平成

21年３月25日の間、整理銘柄に指定された後、平成21年３月26日をもって上場廃止となる予定であります。 

２．資本金の減少について 

当社は、平成21年２月６日開催の当社取締役会において、資本金の額の減少について下記要領にて平成21年３月

10日開催予定の当社臨時株主総会に付議することを決議しました。 

（１）減資の目的 

今後の小野寺事務所による当社の完全子会社化を進めていくにあたり、機動的かつ柔軟な資本政策の実施に備

えることを目的とするものであります。 

（２）減資の要領 

① 減資すべき資本の額 

当社の資本金の額700,000千円を600,000千円減少して100,000千円とします。 

② 減資の方法 

発行済株式数総数の変更は行わず、減少する資本金の額600,000千円の全額をその他資本剰余金に振替える方

法によります。 

（３）減資の日程 

① 取締役会決議日 

平成21年２月６日（金） 

② 臨時株主総会 

平成21年３月10日（火） 

③ 債権者異議申述最終期日 

平成21年３月30日（月） 

④ 減資の効力発生日 

平成21年３月31日（火） 

  

６．その他の情報 
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