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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年1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10月期第1四半期 1,467 ― 44 ― 30 ― 12 ―

20年10月期第1四半期 1,411 6.3 22 ― 22 ― 0 △59.5

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10月期第1四半期 520.96 ―

20年10月期第1四半期 10.92 ―

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10月期第1四半期 4,646 1,551 33.4 62,705.63
20年10月期 3,131 1,490 47.6 60,238.54

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  1,551百万円 20年10月期  1,490百万円

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10月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― ― ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 3,000 ― 55 ― 50 ― 20 ― 808.41
通期 6,400 11.0 210 40.8 200 38.7 100 △59.6 4,042.04

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） 

（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. 上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報をもとに作成しており、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性がありま
す。 
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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（平成19年８月10日 
内閣府令第64号）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10月期第1四半期  24,740株 20年10月期  24,740株

② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  ―株 20年10月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  24,740株 20年10月期第1四半期  24,740株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界
的な金融混乱、円高の進行、企業収益の大幅な減少に伴う雇用情勢の悪化、個人消費の衰退など景気後退
局面が続き、景気浮上へのきっかけが掴めない状況で推移しました。 
 介護業界におきましては、高齢者の増加とともに介護市場全体の伸びは継続的に続くものの、過去２回
の介護報酬改定においていずれもマイナス改定が行われるとともに、施設（有料老人ホーム、グループホ
ーム）の新規開設における総量規制等が成長を制約し、個々の経営努力が介護業界の企業間格差に顕著に
現れる状況で推移しました。 
また、介護従事者不足は依然として続き、人材の確保は介護事業者の大きな問題となっております。 
 このような状況のもと当社グループは、当期を「100年企業を目指しての２年目」「いい会社を創ろ
う」のスローガンのもと、従業員の待遇改善を進め、モチベーションの向上と人材の確保に注力するとと
もに、ご利用者の満足度の向上のための教育研修の充実、新規出店のための緻密なマーケティングとマイ
タウンバスをはじめとした介護周辺新規事業の黒字化に注力し、業績の拡大と拡充に努めました。 
 また、当社グループは、平成21年４月の介護報酬改定においては、「報酬アップ分は全額従業員の待遇
改善にあてる」の方針のもと、従業員の待遇改善をより進めるとともに定着率を高め、人材の確保と従業
員のモチベーションをより向上させ、攻める体制を構築しております。 
 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は14億67百万円、連結営業利益44百万円、連結
経常利益30百万円、連結四半期純利益12百万円となりました。 
 なお、当社グループにおいては、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、リース取引開始日
が前連結会計期間以前のものについても、当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基
準」を適用し、リース資産・リース債務を計上しております。この結果、当第１四半期末における自己資
本比率は前連結会計年度末に比べ変動しております。詳細は、３ページ 「4. その他 (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」をご参照ください。 

  

 資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ59百万円減少し、19億10百万円
となりました。これは主として現金及び預金の減少71百万円によるものであります。固定資産は前連結
会計年度末に比べ15億75百万円増加し、27億36百万円となりました。これは主として有形固定資産のリ
ース資産の増加14億７百万円、投資有価証券の評価替えによる増加１億23百万円によるものでありま
す。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ15億15百万円増加し、46億46百万円となりました。

 （負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ18百万円減少し、11億９百万円となりました。これは主として
賞与引当金の減少12百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ14億72百万円
増加し、19億86百万円となりました。これは主としてリース債務の増加13億33百万円によるものであり
ます。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ14億54百万円増加し、30億95百万円となりまし
た。 

 （純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ61百万円増加し、15億51百万円となりました。これは主とし
てその他有価証券評価差額金の増加72百万円によるものであります。 
  

連結業績予想につきましては、平成20年12月11日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 
  

・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
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該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
ａ．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しく変動し
ていないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお
ります。 

  
ｂ．固定資産の減損の兆候の把握 

使用範囲又は方法について、当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させるよう
な意思決定や経営環境の著しい悪化にあたる事象が発生した場合に減損の兆候があるものと判断し
ております。 

  
ｃ．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は、前連結会計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、前連結会計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 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
ａ．税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

  

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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14
日 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」(企業会計基準委員会
平成19年３月14日 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」（平成19年８月10日 内閣府令第64号）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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、商品の評価基準については、個別法による原価法か
ら個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 なお、これによる損益に与える影響はありません。 
  

③ 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」（企業会計審議会第一部会 平成５年６
月17日 （企業会計基準委員会 平成19年３月30日改正） 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」（日本公認会計士協会 会計制度委員会 平成６年１月18日 （企業
会計基準委員会 平成19年３月30日改正） 企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以降
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、当第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、期首に前連結会計年度末における未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）を取得価
額として取得したものとしてリース資産に計上する方法によっております。 
 この結果、従来の方法によった場合と比べて、四半期連結貸借対照表については、リース資産が有
形固定資産に1,407,009千円、リース債務が流動負債に70,852千円、固定負債に1,333,384千円計上さ
れ、四半期連結損益計算書については、営業利益が4,669千円増加、経常利益が2,958千円減少、税金
等調整前四半期純利益が2,958千円減少しております。 

  

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年１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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 827,414 899,337

売掛金 924,953 932,986

商品 482 306

その他 164,487 144,702

貸倒引当金 △6,414 △6,469

流動資産合計 1,910,923 1,970,863

固定資産   

有形固定資産   

リース資産 1,407,009 －

その他 343,778 300,691

有形固定資産合計 1,750,788 300,691

無形固定資産 103,986 113,955

投資その他の資産   

投資有価証券 585,000 462,000

その他 302,416 290,498

貸倒引当金 △6,172 △6,456

投資その他の資産合計 881,244 746,042

固定資産合計 2,736,019 1,160,689

資産合計 4,646,943 3,131,552
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年１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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 48,772 48,279

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 281,125 256,554

未払法人税等 32,006 269,459

賞与引当金 14,368 26,426

リース債務 71,596 －

その他 561,256 526,419

流動負債合計 1,109,126 1,127,139

固定負債   

長期借入金 401,168 311,614

リース債務 1,333,778 －

その他 251,533 202,497

固定負債合計 1,986,479 514,111

負債合計 3,095,605 1,641,250

純資産の部   

株主資本   

資本金 633,365 633,365

資本剰余金 463,365 463,365

利益剰余金 108,776 120,628

株主資本合計 1,205,506 1,217,358

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 345,830 272,943

評価・換算差額等合計 345,830 272,943

純資産合計 1,551,337 1,490,301

負債純資産合計 4,646,943 3,131,552
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 1,467,589

売上原価 1,026,597

売上総利益 440,992

販売費及び一般管理費 396,653

営業利益 44,339

営業外収益  

受取利息 8

補助金収入 620

その他 929

営業外収益合計 1,558

営業外費用  

支払利息 10,720

その他 4,423

営業外費用合計 15,143

経常利益 30,753

特別損失  

固定資産除却損 182

特別損失合計 182

税金等調整前四半期純利益 30,571

法人税等 17,683

四半期純利益 12,888
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

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」(企業会計基準委員会 平成19

年３月14日 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」

（平成19年８月10日 内閣府令第64号）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。 
  

① 事業の種類別セグメント情報 
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 
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介護事業の割合がいずれ 

も90％を超えているため、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。 
  

② 所在地別セグメント情報 
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 
在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  
③ 海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 
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) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前第１四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考資料」

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年11月１日

  至 平成20年１月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,411,038

Ⅱ 売上原価 992,505

   売上総利益 418,532

Ⅲ 販売費及び一般管理費 395,710

   営業利益 22,822

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 7

 ２ 補助金収入 1,946

 ３ その他 1,090

   営業外収益合計 3,044

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,140

 ２ その他 201

   営業外費用合計 3,341

   経常利益 22,525

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 557

   特別損失合計 557

   税金等調整前四半期純利益 21,967

   法人税、住民税及び事業税 12,471

   法人税等調整額 9,226

   四半期純利益 270
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