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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 1,954 ― 149 ― 125 ― △1,104 ―
20年3月期第3四半期 2,009 △1.9 267 △42.1 240 △36.0 142 △32.0

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 △125,100.17 ―
20年3月期第3四半期 18,430.83 ―

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 10,508 438 4.2 43,246.57
20年3月期 12,264 1,244 10.1 160,781.85

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  438百万円 20年3月期  1,244百万円

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 ― ― ― 1,250.00 1,250.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 2,658 △1.1 122 △55.9 71 △68.2 △1,055 ― △115,248.35

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  無  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表】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  10,140株 20年3月期  7,740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  8,831株 20年3月期第3四半期  7,740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．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は様々な要因により予想値と異
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。  
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 当第３四半期会計期間における我が国の経済は、米国の金融不安に端を発した急激かつ深刻な経済減速が国内にも

波及したことにより、企業収益や資金調達環境が悪化するなど、厳しい経済状況となりました。 

 道内高齢者住宅業界におきましても、かかる経済状況下、年金資金以内の月額費用での入居志向という需要に応え

た高齢者向け賃貸住宅が増加し、入居者を確保するようになりました。 

 このような状況のもと、当社は経営基盤強化のための内部統制、ＩＴ統制等を進めるとともに空室の入居者促進を

全社挙げて行いました。また平成21年３月中旬に開設予定の当社初の高齢者専用賃貸住宅である、ヴェラス・クオー

レ小樽の開設準備を進めました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間（９ヶ月）における売上高は1,954百万円、営業利益は149百万円、経常利益は

125百万円、四半期純損失1,104百万円となりました。  

  

  当第３四半期会計期間末における総資産は10,508百万円となり、前事業年度末に比べ1,755百万円減少となりまし

た。その主な要因は資産評価変更の減少によるものであります。 

 なお、純資産は438百万円となり、自己資本比率は4.2％と当四半期において6.0ポイント減少となりました。 

（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の残高は465百万円となり、前事業年度末と比較して472百万

円の減少となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は104百万円の支出となりました。その主な要因は入居金預り金・介

護料預り金の減少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」は101百万円の支出となりました。その主な要因は有形固定資産の取

得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」は266百万円支出となりました。その主な要因は短期借入金の返済に

よるものであります。  

 平成20年11月12日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

  

１．簡便な会計処理 

  該当事項はありません。 

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。  

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 

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．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よって

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。これにより、業績に与える影響は軽微であります。 

３．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期会計期間より「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、主として移動平均法による原価法（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。これにより、業績に与える影響はありません。 
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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 465,968 938,349

営業未収入金 192,787 209,343

商品 469 448

その他 83,364 139,789

貸倒引当金 △1,499 －

流動資産合計 741,089 1,287,931

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,944,408 7,644,270

土地 2,158,142 2,450,070

その他（純額） 371,319 391,130

有形固定資産合計 9,473,870 10,485,471

無形固定資産   

その他 71,653 38,325

無形固定資産合計 71,653 38,325

投資その他の資産   

その他 427,292 452,615

貸倒引当金 △205,000 －

投資その他の資産合計 222,292 452,615

固定資産合計 9,767,815 10,976,413

資産合計 10,508,905 12,264,344

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,690 5,797

短期借入金 802,006 1,075,670

1年内返済予定の長期借入金 373,728 373,728

1年内償還予定の社債 51,000 51,000

入居金預り金 896,071 894,073

介護料預り金 81,419 78,457

賞与引当金 19,960 32,582

その他 196,833 306,421

流動負債合計 2,428,708 2,817,729

固定負債   

社債 73,500 99,000

長期借入金 831,066 1,080,218

長期入居金預り金 5,816,712 6,152,130

長期介護料預り金 610,391 640,404

退職給付引当金 41,427 36,674
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（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) 

修繕引当金 176,165 154,379

役員退職慰労引当金 26,276 26,293

その他 66,138 13,063

固定負債合計 7,641,676 8,202,163

負債合計 10,070,385 11,019,892

純資産の部   

株主資本   

資本金 636,300 486,300

資本剰余金 516,300 366,300

利益剰余金 △714,079 400,354

株主資本合計 438,520 1,252,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △8,503

評価・換算差額等合計 － △8,503

純資産合計 438,520 1,244,451

負債純資産合計 10,508,905 12,264,344
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（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 1,954,029

売上原価 1,524,433

売上総利益 429,595

販売費及び一般管理費 280,520

営業利益 149,075

営業外収益  

受取利息 3,714

受取配当金 12

受取手数料 7,496

受取賃貸料 13,203

保険解約返戻金 13,887

寄付金収入 11,171

その他 6,409

営業外収益合計 55,894

営業外費用  

支払利息 48,206

長期前払費用償却 25,985

その他 5,168

営業外費用合計 79,360

経常利益 125,609

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 5,427

その他 22

特別利益合計 5,449

特別損失  

前期損益修正損 38,590

減損損失 760,819

投資有価証券評価損 71,733

出資金評価損 26,000

貸倒引当金繰入額 205,000

その他 3,710

特別損失合計 1,105,852

税引前四半期純損失（△） △974,794

法人税、住民税及び事業税 16,259

過年度法人税等 16,787

法人税等調整額 96,917

法人税等合計 129,965

四半期純損失（△） △1,104,759
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（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 658,775

売上原価 482,120

売上総利益 176,655

販売費及び一般管理費 93,799

営業利益 82,855

営業外収益  

受取利息 1,023

受取手数料 2,308

受取賃貸料 4,361

寄付金収入 11,171

その他 2,115

営業外収益合計 20,980

営業外費用  

支払利息 14,930

長期前払費用償却 6,128

その他 2

営業外費用合計 21,061

経常利益 82,774

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 5,427

その他 22

特別利益合計 5,449

特別損失  

投資有価証券評価損 18,149

関係会社株式評価損 1,034

特別損失合計 19,183

税引前四半期純利益 69,040

法人税、住民税及び事業税 13,763

過年度法人税等 671

法人税等調整額 17,712

法人税等合計 32,147

四半期純利益 36,893
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（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  

税引前四半期純損失（△） △974,794

減価償却費 258,160

長期前払費用償却額 25,985

減損損失 760,819

貸倒引当金の増減額（△は減少） 206,499

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,621

修繕引当金の増減額（△は減少） 21,786

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,752

受取利息及び受取配当金 △3,726

支払利息 48,206

雑損失 1,115

投資有価証券評価損益（△は益） 71,733

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △22

関係会社株式評価損 3,680

出資金評価損 26,000

有形固定資産売却損益（△は益） 22

有形固定資産除却損 7

前期損益修正損益（△は益） 38,590

売上債権の増減額（△は増加） 16,555

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,928

仕入債務の増減額（△は減少） 1,893

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減
少）

△360,470

未払金の増減額（△は減少） △44,608

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,268

前受金の増減額（△は減少） △21,686

その他 13,293

小計 53,956

利息及び配当金の受取額 3,726

利息の支払額 △42,242

法人税等の支払額 △119,810

営業活動によるキャッシュ・フロー △104,369
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（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) 

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 △17,300

有形固定資産の取得による支出 △143,781

有形固定資産の売却による収入 76

無形固定資産の取得による支出 △2,560

貸付けによる支出 △172

貸付金の回収による収入 78,112

出資金の売却による収入 4,000

投資有価証券の売却による収入 22

差入保証金の差入による支出 △20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △101,603

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 710,000

短期借入金の返済による支出 △983,664

長期借入金の返済による支出 △249,152

社債の償還による支出 △25,500

株式の発行による収入 298,885

配当金の支払額 △9,676

リース債務の返済による支出 △3,767

割賦債務の返済による支出 △2,628

その他 △905

財務活動によるキャッシュ・フロー △266,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △472,381

現金及び現金同等物の期首残高 938,349

現金及び現金同等物の四半期末残高 465,968
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 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。 

  

 当社は、平成21年３月期第２四半期会計期間において、大幅な四半期純損失を計上し、資本欠損の状態となり

ました。 

当社は、「中期経営計画」を策定し、事業方針の見直しと経営支援先の対応の見直しを行うことにより、キ

ャッシュ・フローの改善を行うことをもって、金融機関に対し鋭意報告説明を行い、資金協力の要請を行ってま

いりました。当第３四半期会計期間におきましては営業利益82,855千円、経常利益82,774千円、四半期純利益

36,893千円を計上しましたが、第３四半期累計期間の四半期純損失は1,104,759千円を計上しました。かように

当社は営業利益および経常利益は黒字であり債務超過ではないものの、資本欠損の状態となったため、金融機関

からは更なる抜本的な状況の転換が求められ、借換えを含め金融機関からの資金調達は困難な状況となっており

ます。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

そこで当社は、新たに「再生計画」を策定し、安定資金の確保と経営体制および事業モデルの改革のための方策

を早急に実施することに致しました。 

「再生計画」の概要は以下のとおりであります。 

営業収支の改善 

１．当社収入の45％程度を多額の入居一時金・介護等一時金を支払う新規入居者に依拠した不安定な収入構成

を、今後は入居一時金支払いによる終身利用権方式から、収支バランスの取れた収入モデルの月額家賃方式

へ転換すると共に、介護保険報酬と月額利用料とを軸とした安定性のある収入構成に改善してまいります。 

２．当社は、ご入居者の要介護割合の上昇等により現場スタッフが増加したことに加え、管理コストが嵩んでい

ることなど、人件費および経費管理が不十分であったことに関し、適正な人員配置と効率的なサービスの提

供を実現してまいります。 

３．上記１、２の実行性を確保するために業務提携先候補との業務提携契約の締結に向けて協議を進めてまいり

ます。 

金融機関の支援および資本増強による財務収支の改善 

今後のより安定した資金繰りを確保し、健全な経営基盤のもと事業展開をはかるため、業務提携先候補との

資本提携の可能性について協議を進めるとともに、取引金融機関に対して返済条件の緩和の申し入れを行いま

す。 

 なお、株式会社かわぞえ（札幌市で介護付有料老人ホーム1棟52床を運営）との間で、資本増強を図ることに

加え、更に強固な事業展開を図るため、業務・資本提携に関する協議を重ねた結果、平成21年３月３日、同社と

の間で、業務・資本提携を前提とした「業務提携に関する基本合意」を締結いたしました。当社は、今後同社と

共同で当社の事業基盤を強化し、双方の強みを生かした積極的な事業戦略を展開してゆくことにより、早期の事

業再生を目差してまいります。 

また、既に当社は取引金融機関に対し、「再生計画」に基づく返済スケジュールの変更を申し入れておりま

す。以上の取り組みの結果、当社は主要取引金融機関のご理解をいただき、資金協力を頂戴できる見通しとなっ

ております。 

当社は、以上の「再生計画」を確実に遂行し、安定的な資金繰りが確保されることにより継続企業の前提に

関する重要な疑義は解消されるものと考えております。従いまして、当社は継続企業を前提として四半期財務諸

表を作成しており、継続企業の前提に関する重要な疑義の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。 

  

（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 

 当社は、平成20年８月29日付で、岩倉建設株式会社、株式会社日本メディケアサポート、株式会社ワムスおよ

び他６社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、第２四半期会計期間において資本金が150,000

千円、資本準備金が150,000千円増加し、当第３四半期会計期間末において資本金が636,300千円、資本準備金が

516,300千円となっております。  
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「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  2,009,429

Ⅱ 売上原価  1,469,293

売上総利益  540,136

Ⅲ 販売費及び一般管理費  272,748

営業利益  267,387

Ⅳ 営業外収益  54,667

Ⅴ 営業外費用  81,800

経常利益  240,254

Ⅵ 特別損失  1,092

税引前四半期純利益  239,161

法人税、住民税及び事業税  95,599

法人税調整額  907

四半期純利益  142,654
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前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
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      

１ 税引前四半期純利益  239,161

２ 減価償却費  261,308

３ 長期前払費用償却等  29,704

４ 賞与引当金の減少額  △13,136

５ 修繕引当金の増加額  12,699

６ 役員退職引当金の増加額  7,981

７ 退職給付引当金の増加額  6,241

８ 受取利息及び配当金  △1,741

９ 支払利息  47,386

10 有形固定資産売却損  1,092

11 売上債権の増加額  △19,346

12 たな卸資産の増加額  △1,517

13 仕入債務の増加額  1,177

14 入居金預り金・介護料預り金の減少額  △300,157

15 未払金の減少額  △87,777

16 未払消費税等の増加額  25,103

17 前受金の減少額  △58,939

18 その他   50,725

小計  199,964

19 利息及び配当金の受取額  1,741

20 利息の支払額  △48,924

21 法人税等の支払額  △167,437

営業活動によるキャッシュ・フロー  △14,656
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 該当事項はありません。 

  

  

  
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      

１ 定期預金の預入による支出  △10,109

２ 定期預金の払戻しによる収入  30,019

３ 有形固定資産の取得による支出  △53,344

４ 無形固定資産の取得による支出  △1,200

５ 貸付による支出  △106,000

６ 投資有価証券の取得による支出  △84,872

投資活動によるキャッシュ・フロー  △225,506

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  620,000

２ 短期借入金の返済による支出  △193,000

３ 長期借入による収入  150,000

４ 長期借入金の返済による支出  △543,334

５ 配当金の支払額  △9,566

６ 割賦債務の支払いによる支出  △2,957

財務活動によるキャッシュ・フロー  21,141

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  △219,022

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  832,589

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  613,566

６．その他の情報 

㈱光ハイツ・ヴェラス(2137)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

－ 12 －


	平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）サマリー
	平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）定性的情報
	平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）財務諸表
	平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）注記情報.pdf



