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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 2,617 △2.6 191 △31.2 154 △31.5 △1,075 ―
20年3月期 2,687 1.2 278 △11.8 225 △9.8 120 △5.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △116,691.14 ― △118.6 1.3 5.9
20年3月期 15,551.29 ― 10.1 1.8 10.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 10,918 568 5.2 27,197.44
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  568百万円 20年3月期  1,244百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 3 △149 △564 227
20年3月期 93 △307 320 938

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間） 配当性向

純資産配当
率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 1,250.00 1,250.00 9 8.0 0.8
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
累計期間

1,379 6.5 130 97.1 69 61.1 37 ― 1,817.06

通期 2,805 7.2 322 67.9 198 28.6 109 ― 5,218.07
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、27ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純損失の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 20,892株 20年3月期 7,740株
② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

  当事業年度における我が国経済は、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市場の混乱や経済の

状況などの影響を受け、企業の経営破綻、雇用不安の増大や所得環境の悪化等により、消費者の節約志向が高まり景

気の低迷をもたらしました。 

 当社の事業領域であります高齢者住宅、介護事業業界におきましては、第３期介護保険事業計画の 終年度にあた

り、特定施設指定枠を確保した事業者による介護付有料老人ホームの開設が続いたほか、居宅介護サービス利用型の

住宅型有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅などの高齢者向け賃貸住宅が異業種の参入を伴って増加しました。入居

費用面では、社会情勢、消費者心理が反映され、入居一時金がない、または入居金を低額に抑えた月額家賃方式の施

設が満室状態になるなど、低価格化傾向が顕著になりました。 

 このような状況のもと、当社は当事業年度内において、札幌市内で展開する入居一時金方式の光ハイツ・ヴェラス

５施設の空室販売を推進した結果、５施設合計で37室の新規入居を獲得しました。しかしながら、 長の施設で開設

22年を経てご入居者の高齢化に伴うご逝去による退去数も予想を上回り、入居率は前事業年度末より微減の90.5％で

終了しました。一方、光ハイツ・ヴェラス琴似には入居待機の方が約80組と、施設開設約６年を経て依然、高い人気

をいただいております。 

 平成21年３月16日に、当社初の適合高齢者専用賃貸住宅「ヴェラス・クオーレ小樽」を札幌市近隣の小樽市内中心

部にオープンいたしました。施設は、鉄筋コンクリート造６階建て、居室数59室、定員69名の施設で、土地、建物と

も賃借の形態で初期投資を抑えました。２、３階の29室は開設日の平成21年３月16日に小樽市より地域密着型特定施

設の指定を受け、また、平成21年４月１日には、４～６階の30室、40名分の特定施設・介護予防特定施設入居者生活

介護の指定を北海道よりいただきました。この新施設「ヴェラス・クオーレ小樽」は開設日より初期の目標を上回る

ご入居をいただいております。 

 当社は当事業年度第２四半期会計期間において、施設の減損損失および貸付金の貸倒引当金繰入額を特別損失に計

上し、その後は事業運営と財務内容の強化のための経営改革に努めてまいりました。  

 以上の結果、当事業年度における売上高は、2,617百万円（前年同期比2.6％減）となり、営業利益191百万円（同

31.2%減）、経常利益154百万円（同31.5％減）、当期純損失1,075百万円（前事業年度より1,195百万円減）となりま

した。 

（次期の見通し） 

 当社は、入居一時金方式の新規ご入居者の獲得を全社を挙げた営業体制の強化により図ってまいります。また、平

成21年３月に開始した当社再生計画の中で、財務内容の強化対策として、介護保険報酬売上の増加に取り組んでまい

ります。光ハイツ・ヴェラス石山、光ハイツ・ヴェラス藤野などの施設ではご入居者の高齢化に伴い要介護者が増加

しておりますが、空室の販売について要介護者も対象とし、また要介護者の体験入居推進を図ります。また、ヴェラ

ス・クオーレ小樽につきましては、特定施設ご利用のご入居者数の増加に伴い介護保険報酬増が見込まれ、次事業年

度の売上計画における介護保険報酬売上比率の向上が期待されます。また、平成21年３月に業務提携した株式会社か

わぞえ、およびそのグループ企業は、要介護者を主に対象とした有料老人ホームの運営を行っておりますが、同グル

ープとの本格的な提携業務の推進により、当社の事業収益力の強化を図り、また、相互の入居営業協力により、一層

のご入居者の確保に努めます。なお、金融機関から借入金返済計画の条件変更に応じていただいておりますが、次事

業年度内期限の借入については再度借換を実施し、長期的な資金繰りの確保を図り、当社の再生計画の順調な推移に

努めます。 

 以上により、次事業年度の通期業績予想は、売上高2,805百万円、営業利益322百万円、経常利益198百万円、当期

純利益109百万円を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

   ① 資産、負債及び純資産の状況 

  当事業年度末の資産につきましては、総資産が前事業年度末に比べ1,346百万円減少の10,918百万円（前年同期

比11.0％減）となりました。 

 流動資産は、前事業年度末に比べ770百万円減少の517百万円（同59.8％減）となりました。その主な要因は現

金・預金および短期貸付金の減少によるものであります。また、固定資産は、前事業年度末に比べ575百万円減少

の10,400百万円（同5.2％減）となりました。その主な要因は有形固定資産の減損損失による減少によるものであ

ります。   

 負債につきましては、前事業年度末に比べ669百万円減少の10,350百万円（同6.1％減）となりました。 

 流動負債は、前事業年度末に比べ533百万円減少の2,284百万円（同18.9％減）となりました。その主な要因は

短期借入金および未払法人税の減少によるものです。また、固定負債は、前事業年度末に比べ136百万円減少の

8,065百万円（同1.7％減）となりました。その主な要因は長期入居金預り金および長期借入金の減少によるもの

であります。 

１．経営成績
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 純資産につきましては、前事業年度末と比べ676百万円減少の568百万円（同54.3％減）となりました。その主

な要因は繰越利益剰余金の減少によるものであります。 

  
   ② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は227百万円（前年同期比75.8％減）とな 

りました。 

 当事業年度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） 

 当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは3百万円（同96.6％減）の資金収入となりました。

その主な要因は入居金・介護料預り金の減少によるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは149百万円（同51.3％増）の資金支出となりまし

た。その主な要因は有形固定資産の取得による支出によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは564百万円（前事業年度より884百万円減）の資金支

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支出によるものであります。   

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

     自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

     キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

     （注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

      (注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。利払いにつきましては、キャッ 

         シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

     (注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてい 

         ます。     

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、株主に対する公正な利益還元を経営上重要な課題として位置付け、業績の向上に努めると共に、経営基盤

および財務体質の強化ならびに将来の事業拡大に備えた内部留保の充実も勘案しつつ、株主への安定した配当の継続

と配当水準の向上に努めることを基本方針としております。 

 また、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと、経営体質・財務基盤の一層の強化に役立

てて行く方針であります。 

 当期の期末配当につきましては、当期純損失を計上したことから、遺憾ながら無配とさせていただく予定です。 

また、今後につきましては速やかな業績の回復を実現し、早期の復配を目指していく所存であります。       

(4）事業等のリスク 

  以下において、当社事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た、当社として必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断上および当社の事業活動を理解

する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社

は、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、

本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があ

ります。 

なお、文中における将来に係る事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

① 当社の事業内容について 

 ・収益構造について 

 当社のような終身利用を保証した有料老人ホーム事業では、入居契約時に入居一時金および介護等一時金を受領

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期  

自己資本比率（％）                9.3          10.1              5.2

時価ベースの自己資本比率（％）  13.9  11.7  2.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  131.2  2,865.7  79,505.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）         25.1          1.3  0.0
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いたします。この利用権方式による入居一時金および介護等一時金は、入居契約書に従い、入居時に一定割合を収

益計上し、残額を返還する期間の定めに応じて収益計上しております。当事業年度末現在、入居時償却率は15％、

一般棟の返還対象期間は７年～15年、介護専用棟の返還対象期間は３年～７年となっております。 

  収益構造としては、入居一時金により営業活動によるキャッシュ・フローは増加しますが、売上は一時金収入の

 全てを一括して計上するのではなく、分割して売上高に計上していく構造となっております。  

  従って、入居者が退去する際には未償却金額部分に関して返還義務が発生するため、入居者の大量退去が発生し

 た場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

 ・有利子負債を除く負債比率が高いことについて 

  当社の主たる収入源である入居一時金は、入居時に一括して貸借対照表の負債に入居金預り金、介護料預り金、

 長期入居金預り金、長期介護料預り金として計上されるため、負債比率が高くなる要因となっております。入居一

 時金による利用権契約形態をとっている有料老人ホームにとっては、一般的な財務構造であり、社団法人全国有料

 老人ホーム協会の「有料老人ホーム会計・税務ハンドブック」による会計処理によるものであります。 

  当社の当事業年度末における総資産に占める上記に示した４項目の合計比率は66.7％となっております。当社が

 新規施設をオープンし、入居者数が急拡大する際は、この比率が増加する傾向にあり、相対的に自己資本比率の低

 下につながっております。 

  当社は、今後有料老人ホーム業界の動向を考慮しながら、新規施設に関しては入居一時金に依存しない事業展開

 も検討していく方針であり、このことが当社の財政状況の向上に寄与するものと考えておりますが、当社が想定す

 る効果を得られない場合には、自己資本比率が低下し、当社の財政状況に影響を与える可能性があります。 

   

② 法的規制その他について 

 ・介護保険法による規制について 

 当社施設の入居者に対して提供する介護サービスは、介護保険法上の特定施設入居者生活介護に該当するため、

介護保険報酬および配置基準、ならびに人員基準等の見直しが、当社の業績に影響を及ぼすことがあります。介護

保険法は５年に一度全面的に見直しがされ、３年に一度介護保険報酬が改訂されることになっております。 

  当社の事業である有料老人ホーム事業は、介護保険特定施設入居者生活介護サービスの提供もその主要な内容で

あり、当事業年度において全売上に占める介護保険報酬の売上比率は26.0％となっております。そのため、介護保

険制度の今後の見直し等により、当社の事業採算性等に影響を受ける可能性があります。 

 介護保険法およびそれに基づく政省令等においては、利用者の保護という観点から、事業者の利用者に対する行

為について詳細に規定され、特定施設入居者生活介護事業者としてこれらの規定に従って事業を行うことが法令上

求められており、当社の事業活動は一般的な事業会社よりも相対的に強い制約を受けている事から、これら法律並

びに政省令の変更如何では当社の事業の順調な発展が妨げられるおそれがあります。 

・その他の法令等による規制等について 

  当社は、施設に関して老人福祉法、消防法、地方自治体による有料老人ホーム設置運営指導指針による規制等を

 受け、施設の設備基準の充足等の法令遵守を求められている他、公正取引委員会が運用する不当景品類及び不当表

 示防止法の遵守も求められております。このため、諸事情によりこれらの法的規制等に抵触した場合には、新規施

 設建設計画の遅れや既存施設の改修費用等の発生、当社に対する信用の失墜等による入居率の低下等が想定され、

 当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

   

③ 顧客情報管理について 

  当社は、施設入居者等についての多くの個人情報を保有しております。当社では、これらの個人情報の取扱いに

 際し、個人情報の管理に関する規程等を整備し、運用の徹底を図ることにより、個人情報が漏洩することのないよ

 う留意しております。不測の事態により個人情報の管理に問題が発生した場合は、当社の信用が低下し、入居率の

 低下を招いたり、損害賠償請求が提訴される等、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

④ 競合関係等によるリスク 

  当社の運営する有料老人ホームは、健常時から要介護時までの安心を提供する老人ホームであり、介護専用型の

有料老人ホームとは施設コンセプトならびにターゲットとする顧客層が違っていると考えております。しかしなが

ら、低価格の入居一時金の介護専用型有料老人ホーム、グループホーム、ケアハウス、高齢者向け賃貸住宅等の急

成長、景気の動向および年金制度に対する不安によって消費者の安値志向等が顕著となった場合には、当社のよう

に施設のグレードやサービスの高さを売りとした、入居一時金が比較的高額な有料老人ホームは入居率の低下を招

く可能性があります。 

  また、当社は介護棟を併設することによって、入居者に対して要介護時の安心を提供しており、これが当社の高
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入居率の理由の一つであると考えております。しかしながら、今後医療法人が運営する医療機関併設型の利便性・

安心感を訴求した有料老人ホームの出現や、異業種事業会社の有料老人ホーム事業への新規参入等によって、当社

の入居者に提供するサービスが顧客からの支持を得られなくなった場合には、当社施設の入居率が低下し、当社の

業績に影響を与える可能性があります。 

   

⑤ 減損会計について 

 当社は、減損会計を適用しておりますが、今後、経営環境の変化等により減損処理が必要となった場合は、当社

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥ 金利変動による影響について 

  当社は、施設の建設資金等を主として金融機関からの借入により調達しており、総資産に占める有利子負債の構

成比は、平成20年３月期21.8％、平成21年３月期23.0％であります。有利子負債への依存度は高い水準ではないと

判断しておりますが、新たな用地取得等に際して、借入金利水準が上昇した場合には、支払金利が増加し、当社の

業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。   

⑦ 入居者に対する安全管理・健康管理について 

  当社の事業は、高齢者に対するサービスであることから、サービスの提供方法や施設内の安全衛生には万全を期

 し、細心の注意を払っております。しかしながら、入居者の急な体調の悪化、感染症の集団発生やその他何らかの

 事故等が発生した場合には、当社の信用が低下し、入居率の低下を招いたり、多額の返還金債務や和解金の支払い

 等のための費用が発生することにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

⑧ 優秀な人材の確保及び育成について 

  当社のような老人ホーム事業は人材の流動性が高い業態であると一般的に言われております。当社では、研修制

度の充実、社外研修支援体制、資格取得のサポートなどにより人材育成に積極的に取り組んでおります。しかしな

がら優秀な人材の育成、採用が施設開設を中心とした事業規模の拡大に追いつかない場合は、介護保険法の人員配

置基準違反を招き、当社が提供する介護サービスの質的低下を生じさせ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。  

 ⑨ 筆頭株主との関係について 

  藤井伸一氏（以下、「同氏」といいます。）は、平成21年３月30日に第三者割当増資により当社の議決権の

51.46％を保有する主要株主である筆頭株主となりました。当社は、同氏の協力を得て、当社の事業基盤を強化

し、積極的な事業戦略を展開していく方針であり、今後も同氏との良好な協力関係が継続されるものと期待してお

りますが、同氏の方針によって資本関係や事業上の関係に変化が生じた場合には、当社の事業に対して影響を与え

る可能性があります。 

   

 ⑩ 継続企業の前提に関する重要な疑義 

  当社は、当事業年度において多額の減損損失、投融資に関する貸倒引当金の設定、および評価損の発生により

1,075,075千円の当期純損失を計上し、資本欠損の状態となり、金融機関からの新たな資金調達が困難となりまし

た。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が続いています。 

 そこで当社は、当該状況を解消すべく平成21年１月30日に、適正な介護保険報酬の確保や経費削減、事業提携、

資本増強、金融機関からの融資返済の条件変更などを含む「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を早急に実施することにいたしました。 

 当社は、同業者であります株式会社かわぞえ（札幌市で介護付有料老人ホーム1棟52床を運営）との業務提携、

相互営業協力による施設空室の入居促進、介護保険報酬の適正化策の実施、施設における人員配置の徹底した見直

し、人材交流など具体的な改革に着手しております。また、当社は藤井伸一氏（株式会社かわぞえ取締役且つ議決

権50％を保有する株主）による第三者割当増資を行うとともに、取引金融機関から返済条件変更のご契約をいただ

き、当面の資金繰りについて状況は改善されたものと判断しております。次事業年度内が期限となる借入について

は、再度借換をお願いするなど、対応策を協議しながら再生を進めている途上であり、現時点で未だ継続企業の前

提に重要な不確実性が認めらます。再生計画どおりの実施が困難な場合には、当社の財政状況に影響を与える可能

性があります。 

  

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社は、当事業年度において、多額の減損損失、投融資に関する貸倒引当金の設定および評価損の発生により

1,075,075千円の当期純損失を計上し、資本欠損の状態となり、金融機関からの新たな資金調達は困難な状況となり
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ました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 

 そこで当社は、当該状況を解消すべく平成21年１月30日に「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いたしました。 

「再生計画」の内容については後述の、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおりであり

ます。当社は「再生計画」の対応策の徹底した実施および、全社一丸となった収益の向上により、継続企業の前提に

関する疑義を解消してまいりたいと考えております。  
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  当社は、北海道において有料老人ホームの設置、運営、管理を主たる業務として展開しており、札幌市内に５箇所の

 施設を所有、運営しております。 

  また、平成21年３月に小樽市内に高齢者専用賃貸住宅をオープンしております。 

  なお、平成21年3月30日の払込期日である第三者割当増資により、株式会社メデカジャパンは当社のその他の関係会

社ではなくなりました。 

   当社の事業系統図を図示すると次のとおりとなります。 

  

 
（関係会社の状況） 

  該当事項はありません。   

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  当社は、北海道の有料老人ホーム業界におけるリーディングカンパニーとして、「人生１００年の理想郷」の実現

を事業理念とし、ご高齢者が快適にあたたかく、終生お住まいいただける住宅をご提供し、地域の高齢社会に貢献し

ます。そのため、内部統制を強化推進するとともに、健全な財務体質に改善し、全てのステークホルダーからの信頼

を回復するため、 大の企業努力を行います。既存施設の高入居率を維持し、ご入居者とともに施設の円滑な運営を

行うことを事業の要とします。また、施設における認知症ケアの質の向上を図ります。新規事業は当社の経営資源を

大限有効活用し、事業性を充分に判断した上で着手します。新規事業は高齢者のニーズの変化に対応し、ご入居者

の安心のため、その全ての施設で生活支援・食事・介護サービス等を提供します。これらの確実な実施により、収益

構造改革を推進し、当期利益で発生した欠損の早期解消を図ります。 

   

(2)目標とする経営指標 

 当社は中期事業計画（平成21年３月期～平成25年３月期）を策定しており、経営指標を以下のとおり定めておりま

す。  

1. 本中期事業計画期間中に、居室数を現状の758室から約1,200室とし、売上高を約43億円、経常利益約５億円、当 

  期純利益約３億円の達成を目指します。 

2. 本中期事業計画期間中に財務体質の改善により、毎期、純利益の向上を図ってまいります。 

  

(3)中長期的な会社の経営戦略 

・事業計画                                               

1. 既存施設空室の新規入居促進に全社を挙げて取り組み、通期で全施設平均90％以上の入居率を維持します。 

2. 介護付高齢者専用賃貸住宅を新ブランド「ヴェラス・クオーレ」シリーズで展開してまいります。本中期事業 

 計画期間内に北海道内に５棟の開設を目標とします。 

3. 特定施設枠が認められる場合は介護付、それ以外は住宅型で、フルサービスが備わった有料老人ホーム「光ハ 

  イツ・ヴェラス」シリーズを本中期事業計画期間内に一棟、札幌市内、または北海道内主要都市から選んで開設 

 します。 

4. 琴似施設敷地内に第二介護棟を増築し、光ハイツ・ヴェラス琴似施設一般棟のご入居者の介護居室への転居ニ 

  ーズに応え、ご入居待機者の早期入居を促進します。 

5．既存施設およびそれを核としたサテライト・タイプの高齢者専用賃貸住宅では、併設で指定居宅サービス事業 

  を展開し、相互に機能し合う体制をつくります。 

6．認知症ケア対応の人材育成の強化、および専用スペース（フロア）を確保するなど認知症対策を強化します。 

・収益改善計画 

1. 新規入居促進：市場変化に対応した営業戦略により、顧客ターゲットの裾野を拡げ新規入居の促進を図ります。 

2. 月額家賃方式採用：多様な長期的な安定収益確保のため、現在の入居一時金方式の他に月額家賃方式等を採用 

  します。 

3. キャッシュフロー改善：新規事業においては、土地・建物賃貸方式を基本とすることにより、初期投資額を軽 

  減し、キャッシュフローを改善します。 

4. 経費の見直し：運営経費の全面的な見直しにより、経費削減に全社的に取り組みます。 

   

(4）会社の対処すべき課題  

①継続企業の前提に関する重要な不確実性への対処 

 当社は、当事業年度において、多額の減損損失、投融資に関する貸倒引当金の設定および評価損の発生により

1,075,075千円の当期純損失を計上し、資本欠損の状態となり、金融機関からの新たな資金調達は困難な状況となり

ました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 

 そこで当社は、当該状況を解消すべく平成21年１月30日に「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いたしました。 

「再生計画」の内容については後述の、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおりであり

ます。当社は「再生計画」の対応策の徹底した実施および、全社一丸となった収益の向上により、継続企業の前提に

関する疑義を解消してまいりたいと考えております。   

②老人福祉法、介護保険法の改正が及ぼす企業収益の減少    

 介護保険財政の逼迫を理由として、３年に一度実施される介護保険法の改訂時には、介護保険利用者の自己負担部

分の引き上げや特定施設の介護報酬の引き下げが生じる可能性があり、当社は介護保険収入減に備えた準備をする必

要があります。当社は、対応策としまして、人件費、その他介護関連サービスコストの削減という課題に取り組んで

おります。当社が現在実施している介護サービスの質を落とさず、職員の配置効率を向上することが課題と考え、介

３．経営方針
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護保険報酬減額の影響の極小化を図って参ります。 

③競争激化する有料老人ホーム業界における優位差別性の確保    

 業界では、今後もさらに新規施設の開設が進み、多種多様な入居システムのホームおよび高齢者専用賃貸住宅が増

えることにより、競争激化は進むものと思われます。入居金、月額費用などの入居条件並びに入居後のサービス提供

の質が高入居率確保の鍵となります。当社は、株式会社かわぞえとの業務提携の推進等により、医療との連携を強化

した介護サービスの提供を基盤とし、ご入居者への質の高いサービス提供することが当社の優位性を高めるものと考

えております。当社は複数のビジネスモデルを展開して入居検討者の選択肢の幅を広げ、優位差別化を目指してまい

ります。 

④自治体による介護付有料老人ホームの開設規制 

  多くの自治体は、介護保険財政の悪化により、特定施設入居者生活介護の開設数に規制を設けており、介護付有料

老人ホームの開設が制約を受け厳しい状況です。当社の今後の新規開設においては、医療機関、通所介護、居宅介護

支援事業、ショートステイ、介護予防関連等を取り入れた複合型の住宅型有料老人ホームまたは高齢者専用賃貸住宅

を開設することにより、法改正による収入源ならびに開設規制をクリアできる事業展開が可能であり、ご入居者に安

心を提供できるサービスが可能となると考えております。 

⑤コンプライアンス体制の強化 

 法令遵守の徹底強化を推進するため、コンプライアンス委員会を設置し、役職員の行動規範を制定しております。

企業価値向上を目指すために、企業倫理、コンプライアンスについて全役職員が共通の認識を持ち、公正な判断と適

正な行動を可能とするシステムを整備しており、透明性の高い管理体制を確保しております。 

 また、未然に不正などを防止する体制として、内部通報制度をさらに精度を高め全社体制を構築し、行動規範の遵

守を徹底することにより、不正行為などの防止を図っています。コンプライアンスの推進やその実施状況の確認は、

コンプライアンス委員会およびサービス向上委員会で課題の協議を行っております。就業規則に抵触するなどの問題

については賞罰委員会に諮問し、取締役会への答申を経て決議をする体制を確保しております。 

⑥コーポレートガバナンスの強化 

 会社法施行、金融商品取引法等の移行により、透明性の高い経営体質と内部統制システムの構築を求められる中、

経営陣の強化、監査体制の強化（会計監査人の選任および経営状況の適正な監視）、内部監査体制の強化（他の部門

から独立した部門として、業務監査および不正などの防止）、内部統制体制の強化、内部監査・監査約監査・会計監

査の相互連携（適正な意見の交換・業務立ち入りなど）等を通じて企業価値の向上を図るとともに健全な企業活動を

実施し、ステークホルダーへの責任を果たしてまいります。 

⑦財務報告にかかる内部統制の適切な整備・運用 

  決算財務報告プロセスに関して改善を要する事項が確認されました。 

財務報告にかかる内部統制の整備および運用の重要性は認識しており、改善策に取り組み、また、適切な内部統制を

整備・運用する方針であります。  

⑧買収防衛に関する事項について 

  当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法

施行規則第127号各号に掲げる事項）は次のとおりです。 

(i)光ハイツ・ヴェラスと株主様との関係に関する方針（ＨＳＲ方針） 

 上場会社である当社における「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者」としての在り方は、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましく、その判断は 終的には会社の株主様全体の意思に

基づき決定されるべきものであります。そのためには株主の皆様には十分に情報が提供された上で、その適切な判断

がなされる環境を当社が整えるべきであると考えております。 

 当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる大量買付け行為であるか否かについて、株主様がそ

の提案やそれに対する当社の現経営陣の経営方針等について十分な情報を得た上で、適切な判断を下すことを好まし

いと考えますし、また、当社の企業価値・株主共同の利益に反するおそれのある大量買付けや株主による適切な判断

が困難な方法で大量買付けを行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えま

す。 

(ii)ＨＳＲ方針を実現するための当社の取組み 

  当社は、当社の企業価値の源泉を 大限活かしていくことで、企業価値・株主共同の利益の更なる向上を目指すべ

く、事業計画を策定しております。 

(iii)本プラン導入の目的 

  当社取締役会は、当社株式の大量買付け行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主および投資家

の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間、ならびに大量買付け行為を行おうとする者との交

渉の機会を確保するために、 本プランを導入することといたしました。 

(iv)本プランの内容 

(a)本プランに係る手続き 
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 ア 対象となる大量買付け等 

  本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け、または、当

社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割

合の合計が20％以上となる公開買付けに該当またはこれに類する行為（ただし、当社取締役会が承認したものを除き

ます。以下、「大量買付け等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。大量買付け等を行い、または、

行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定められる手続きに従わなければ ならな

いものとします。 

イ 意向表明書の当社への事前提出 

  買付者等におきましては、大量買付け等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付け者等が大量買付け等

に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下、「意向表明書」といいます。）

を当社の定める書式により提出していただきます。 

ウ 本必要情報の提供 

  意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大量買付

け等に対する株主および投資家の皆様にご判断のために必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」といいます。）

を提供していただきます。 

  まず、当社は、買付者等に対して、意向表明書を提出していただいた日から10営業日以内に、当初提出していただ

くべき情報を記載した情報リストを国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、情報リストに従って十分な情

報を提供していただきます。また、情報リストに従い買付者等から提供された情報では、大量買付け等の内容および

態様等に照らして、株主および投資家の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社

取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきま

す。 

エ 取締役会評価期間の設定等 

  当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大量買付け等の難易度等に応じて、対価を現金（円貨）のみとす

る当社全株式を対象とした公開買い付けの場合には 大60日間、または、その他の大量買付け等の場合には 大90日

間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間として設定します。ただし、

取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には、延長の期間は 大30日間とします。 

オ 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告 

  独立委員会は、取締役会評価期間内に、当社取締役会による評価、検討、意見形成および代替案立案と並行して、

以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、独立

委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立

委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシ

ャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができ

るものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して、独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合、また

は、独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実

と、その概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。 

カ 取締役会の決議 

  当社取締役会は、対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告を 大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社

の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うものと

します。当社取締役会は、上記決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか、不発動であるかを問わ

ず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。 

キ 対抗措置の中止または発動の停止 

  当社取締役会が、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、買付者等が大量買付け等を中止した場合

または対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同

の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会

は、独立委員会の勧告に基づき、または勧告の有無若しくは勧告の内容にかかわらず、対抗措置の中止または発動の

停止を行うものとします。 

ク 大量買付け等の開始 

  買付者等は、本プランが規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動または不発動の決

議がなされるまでは大量買付け等を開始することはできないものとします。 

(b)本プランにおける対抗措置の具体的内容 

  当社取締役会が取締役会の決議に基づき発動する対抗措置の一つとしては、新株予約権（以下、「本新株予約権」

といいます。）の無償割当てを行うことを想定しています。ただし、会社法その他の法令および当社の定款上認めら

れるその他の対抗措置を発動することが相当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用いることもあります。

(c) 本プランの有効期間、廃止および変更 
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  本プランの有効期間は、平成20年6月27日開催の定時株主総会から平成23年6月開催予定の定時株主総会終結の時ま

でとします。 

(v)本プランの合理性 

(a)買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること 

 本プランは、経済産業省および法務省が発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛

策に関する指針」の定める三原則を充足しています。 

(b)当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

 本プランは、当社株式に対する大量買付け等がなされた際に、当該大量買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様

がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付

者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目

的をもって導入されるものです。 

(c)株主意思を重視するものであること 

 本プランは平成20年6月27日開催の定時株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで導入しており、当社取

締役の選任を通じて株主の皆様のご意思を示していただくことが可能であるほか、その後の当社株主総会において本

プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い、変更または廃止されることになり

ます。従いまして、本プランの導入および廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

(d)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

 当社は、本プランの導入にあたり、大量買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取

締役会の判断および対応の客観性ならびに合理性を確保することを目的として独立委員会を設置しています。独立委

員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、社外の有識者から選任される委員３名以上により構成され

ます。 

(e)合理的な客観的発動要件の設定 

 本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会

による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。 

(f)デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるも

のとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会構成員の過半数を交代させてもな

お、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は取締役任期を１年としており、期差任期制を採

用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会構成員の交代を一度に行うことができず、その

発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策）ではありません。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 938,349 277,012

営業未収入金 209,343 191,448

商品 448 255

貯蔵品 1,326 3,235

前払費用 5,094 7,949

繰延税金資産 20,692 18,988

短期貸付金 106,000 －

その他 6,676 20,475

貸倒引当金 － △1,499

流動資産合計 1,287,931 517,865

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  10,154,598 ※1  9,658,272

減価償却累計額 △2,510,327 △2,779,322

建物（純額） 7,644,270 6,878,949

構築物 276,869 277,547

減価償却累計額 △73,831 △88,931

構築物（純額） 203,038 188,616

車両運搬具 10,097 9,479

減価償却累計額 △9,087 △9,051

車両運搬具（純額） 1,009 427

工具、器具及び備品 461,705 459,166

減価償却累計額 △277,406 △310,021

工具、器具及び備品（純額） 184,299 149,145

土地 ※1  2,450,070 ※1  2,158,142

リース資産 － 665,129

減価償却累計額 － △6,424

リース資産（純額） － 658,705

建設仮勘定 2,782 2,100

有形固定資産合計 10,485,471 10,036,085

無形固定資産   

ソフトウエア 31,599 19,782

電話加入権 3,525 3,525

施設利用権 3,200 3,200

リース資産 － 40,273

無形固定資産合計 38,325 66,781

投資その他の資産   

投資有価証券 127,100 62,290
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

関係会社株式 2,090 －

出資金 30,304 304

長期貸付金 70,000 －

破産更生債権等 － 228,500

長期前払費用 79,880 104,632

繰延税金資産 98,833 59,640

長期預金 43,300 67,200

その他 1,108 3,526

貸倒引当金 － △228,500

投資その他の資産合計 452,615 297,594

固定資産合計 10,976,413 10,400,461

資産合計 12,264,344 10,918,326

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,797 6,193

短期借入金 ※1  1,075,670 ※1  562,600

1年内返済予定の長期借入金 ※1  373,728 ※1  373,728

1年内償還予定の社債 51,000 51,000

リース債務 － 29,535

未払金 153,010 187,977

未払費用 22,124 21,408

未払法人税等 52,453 －

未払消費税等 33,663 －

前受金 30,200 22,881

預り金 6,245 8,640

入居金預り金 894,073 888,336

介護料預り金 78,457 83,048

前受収益 4,780 5,639

賞与引当金 32,582 36,961

設備関係未払金 3,943 3,943

リース資産減損勘定 － 2,162

その他 － 664

流動負債合計 2,817,729 2,284,722

固定負債   

社債 99,000 48,000

長期借入金 ※1  1,080,218 ※1  706,490

リース債務 － 736,334

長期入居金預り金 6,152,130 5,703,243

長期介護料預り金 640,404 604,133

退職給付引当金 36,674 43,777
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

修繕引当金 154,379 185,202

役員退職慰労引当金 26,293 27,814

長期設備関係未払金 9,201 5,257

その他 3,862 5,141

固定負債合計 8,202,163 8,065,395

負債合計 11,019,892 10,350,117

純資産の部   

株主資本   

資本金 486,300 686,296

資本剰余金   

資本準備金 366,300 566,296

資本剰余金合計 366,300 566,296

利益剰余金   

利益準備金 2,887 3,855

その他利益剰余金   

別途積立金 274,000 384,000

繰越利益剰余金 123,467 △1,072,250

利益剰余金合計 400,354 △684,395

株主資本合計 1,252,954 568,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,503 11

評価・換算差額等合計 △8,503 11

純資産合計 1,244,451 568,208

負債純資産合計 12,264,344 10,918,326
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,687,796 2,617,617

売上原価 2,018,683 2,043,511

売上総利益 669,113 574,106

販売費及び一般管理費   

役員報酬 41,911 41,464

給料及び手当 96,248 102,288

賞与及び手当 8,617 6,723

賞与引当金繰入額 3,211 3,769

退職給付費用 4,275 2,528

役員退職慰労引当金繰入額 10,824 6,948

法定福利費 19,464 20,872

広告宣伝費 23,915 27,964

貸倒引当金繰入額 － 1,499

租税公課 51,559 43,957

保険料 19,510 2,335

業務委託費 42,384 56,000

減価償却費 1,119 3,146

その他 67,200 62,805

販売費及び一般管理費合計 390,242 382,304

営業利益 278,870 191,801

営業外収益   

受取利息 2,732 4,679

受取配当金 372 12

受取手数料 13,311 9,092

賃貸収入 16,505 17,569

コンサルティング収入 18,000 －

保険解約返戻金 － 13,887

寄付金収入 － 11,171

その他 20,511 11,100

営業外収益合計 71,432 67,512

営業外費用   

支払利息 63,954 63,620

支払手数料 16,816 53

長期前払費用償却 39,605 32,113

その他 4,777 9,395

営業外費用合計 125,154 105,182

経常利益 225,149 154,130
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

過年度損益修正益 ※1  2,000 －

投資有価証券売却益 － 22

役員退職慰労引当金戻入額 － 5,427

特別利益合計 2,000 5,449

特別損失   

過年度損益修正損 ※2  16,082 ※2  38,590

固定資産売却損 － ※3  22

固定資産除却損 ※4  4,544 ※4  506

減損損失 － ※5  760,819

投資有価証券評価損 － 71,733

関係会社株式評価損 － 3,680

出資金評価損 － 26,000

貸倒引当金繰入額 － 228,500

特別損失合計 20,626 1,129,851

法人税、住民税及び事業税 113,538 47,120

過年度法人税等 － 16,787

法人税等調整額 △27,383 40,896

法人税等合計 86,155 104,804

当期純利益又は当期純損失（△） 120,366 △1,075,075
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（脚注） 

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 商品    10,027  0.5  9,116  0.4

Ⅱ 材料費    92,277  4.6  54,534  2.7

Ⅲ 人件費 ※１  973,399  48.2  984,388  48.2

Ⅳ 経費 ※２  942,978  46.7  995,471  48.7

合計    2,018,683  100.0  2,043,511  100.0

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 人件費には、賞与引当金繰入額29,371千円、退職給

付費用10,208千円が含まれております。 

※１ 人件費には、賞与引当金繰入額33,191千円、退職給

付費用10,110千円が含まれております。 

※２ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 ※２ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 

水道光熱費       100,577千円

固定資産税       71,474千円

減価償却費        346,551千円

営繕費 

リース料  

業務委託料 

       60,027千円

 80,083千円

 69,505千円

修繕引当金繰入額       30,748千円

水道光熱費            94,542千円

固定資産税            70,897千円

減価償却費           339,918千円

営繕費  

リース料  

業務委託料  

59,501千円

 80,087千円

 144,023千円

修繕引当金繰入額            30,823千円
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 486,300 486,300

当期変動額   

新株の発行 － 199,996

当期変動額合計 － 199,996

当期末残高 486,300 686,296

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 366,300 366,300

当期変動額   

新株の発行 － 199,996

当期変動額合計 － 199,996

当期末残高 366,300 566,296

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,920 2,887

当期変動額   

剰余金の配当 967 967

当期変動額合計 967 967

当期末残高 2,887 3,855

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 154,000 274,000

当期変動額   

別途積立金の積立 120,000 110,000

当期変動額合計 120,000 110,000

当期末残高 274,000 384,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 133,742 123,467

当期変動額   

別途積立金の積立 △120,000 △110,000

剰余金の配当 △10,642 △10,642

当期純利益又は当期純損失（△） 120,366 △1,075,075

当期変動額合計 △10,275 △1,195,717

当期末残高 123,467 △1,072,250

利益剰余金合計   

前期末残高 289,662 400,354

当期変動額   

別途積立金の積立 － －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

剰余金の配当 △9,675 △9,675

当期純利益又は当期純損失（△） 120,366 △1,075,075

当期変動額合計 110,691 △1,084,750

当期末残高 400,354 △684,395

株主資本合計   

前期末残高 1,142,262 1,252,954

当期変動額   

新株の発行 － 399,993

剰余金の配当 △9,675 △9,675

当期純利益又は当期純損失（△） 120,366 △1,075,075

当期変動額合計 110,691 △684,756

当期末残高 1,252,954 568,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △3,104 △8,503

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,399 8,514

当期変動額合計 △5,399 8,514

当期末残高 △8,503 11

純資産合計   

前期末残高 1,139,158 1,244,451

当期変動額   

新株の発行 － 399,993

剰余金の配当 △9,675 △9,675

当期純利益又は当期純損失（△） 120,366 △1,075,075

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,399 8,514

当期変動額合計 105,292 △676,242

当期末残高 1,244,451 568,208
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 206,522 △970,271

減価償却費 347,670 343,064

長期前払費用償却額 39,605 32,113

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,335 4,379

修繕引当金の増減額（△は減少） 30,748 30,823

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,824 1,521

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,441 7,102

減損損失 － 760,819

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 229,999

受取利息及び受取配当金 △3,104 △4,691

支払利息 63,954 63,620

雑損失 － 1,608

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

固定資産除却損 4,544 506

過年度損益修正損益（△は益） 16,082 38,590

売上債権の増減額（△は増加） △34,757 17,894

たな卸資産の増減額（△は増加） △320 △1,715

仕入債務の増減額（△は減少） △6,546 396

入居金・介護料預り金の増減額（△は減少） △284,735 △486,302

未払金の増減額（△は減少） △64,950 43,989

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,843 14,173

前受金の増減額（△は減少） △68,681 △7,318

その他 30,482 △38,966

小計 328,986 182,751

利息及び配当金の受取額 3,104 4,691

利息の支払額 △71,114 △64,477

法人税等の支払額 △167,469 △119,811

営業活動によるキャッシュ・フロー 93,506 3,154
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３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 △43,300 △73,900

定期預金の払戻による収入 56,409 －

有形固定資産の取得による支出 △57,398 △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 △2,705 △2,560

貸付けによる支出 △188,000 △322

貸付金の回収による収入 12,000 86,682

出資金の売却による収入 － 4,000

投資有価証券の取得による支出 △84,872 －

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 △307,866 △149,783

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 1,320,000 710,000

短期借入金の返済による支出 △536,330 △1,223,070

長期借入れによる収入 1,150,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,749,710 △373,728

社債の発行による収入 150,000 △51,000

株式の発行による収入 － 398,384

配当金の支払額 △9,566 △9,687

リース債務の返済による支出 － △10,758

割賦債務の支払による支出 △4,271 △3,943

その他 － △905

財務活動によるキャッシュ・フロー 320,121 △564,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 105,760 △711,337

現金及び現金同等物の期首残高 832,589 938,349

現金及び現金同等物の期末残高 938,349 227,012
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────   当社は当事業年度において、多額の減損損失、投融資に

関する貸倒引当金の設定および評価損の発生により

1,075,075千円の当期純損失を計上し、資本欠損の状態と

なり、金融機関からの新たな資金調達は困難な状況となり

ました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせるような状況が存在しています。 

 そこで当社は、当該状況を解消すべく平成21年１月30日

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

いたしました。 

 「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％程度を新規入居者の入居一時金・介護

等一時金に依拠した不安定な収入構成を、今後は収支バラ

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を軸とした安定性ある収入

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

のもとで事業展開を図るため、第三者割当増資の可能性に

ついて協議を進めると共に、取引金融機関に対して返済条

件緩和の申し入れを行います。 

  

 以上の「再生計画」に対する進捗状況は以下のとおりで

あります。 

 上記３につきましては、平成21年３月３日に株式会社か

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「業務提携に関する基本合意書」を締結し、上記

１、２の改善計画に基づき、相互営業協力による施設空室

の入居促進を図ると共に、介護保険報酬の適正化策の実

施、施設における人員配置の徹底した見直しや人材交流な

ど、具体的な改革に着手しております。また、平成21年３

月10日、当社は藤井伸一氏（株式会社かわぞえ 取締役且

つ議決権50％を保有する株主）と投資契約を締結し、同３

月30日に第三者割当増資を実施いたしました。更に平成21

年４月30日および同５月13日には取引金融機関のご理解を

いただき返済条件変更契約を締結しており、金利は高くな

ったものの当面の分割返済額については緩和されておりま

す。また、平成21年10月末および平成22年３月末期限の借

入については、再度借換をお願いしております。 

 しかし、これらの対応策を関係者との協議を行いながら

進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められます。  

 なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、

継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表

には反映しておりません。  
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重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 事業年度末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法  

デリバティブ  

時価法  

────── 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

 移動平均法による原価法であります。

(1）商品 

 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）であります。 

  (2）貯蔵品 

 最終仕入原価法であります。 

(2）貯蔵品 

同左 

  

 （会計方針の変更） 

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

 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、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

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、損益に与える影響はありま

せん。  

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定額法を採用しております。なお、主

な耐用年数は以下のとおりであります。

建物    ２年～50年 

構築物   ２年～50年 

車両運搬具 ２年～10年 

器具・備品 ２年～15年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。ただし、

自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ────── (3)リース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価格

を零とする定額法を採用しております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年3月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引にかかる方法に

準じた会計処理によっております。 

５ 繰延資産の処理方法 社債発行費 

  支出時に全額費用処理しております。 

社債発行費 

────── 

株式交付費 

 支出時に全額費用処理しております。  

６ 引当金の計上基準 (1）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に充てるため、当期

末に在籍している従業員に対する支給見

込額のうち当期に属する金額を計上して

おります。 

(1）賞与引当金 

同左 

  (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込みに基づ

き、当期末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

(2）退職給付引当金 

同左 

  (3）修繕引当金 

 将来の大型修繕に備えるため、修繕費

用の見積額に基づき、当期に負担すべき

金額を費用計上しております。 

(3）修繕引当金 

同左 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金に備えるため、役員

退職慰労金内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

７ 収益及び費用の計上基準  利用権方式による入居一時金及び介護等

一時金の収益計上基準は、入居契約書に従

い、入居時に一定割合を収益計上し、残額

を返還する期間の定めに応じて収益計上し

ております。 

 入居契約における入居時償却率及び返還

対象期間は、以下のとおりであります。 

同左 

  入居時償却率 ５％～15％ 

一般棟（※１） 

 返還対象期間 ７年～15年 

介護専用棟（※２） 

 返還対象期間 ３年～７年 

※１ 一般棟とは、入居時に介護を必要

としない入居者の居住棟 

※２ 介護専用棟とは、日常的に介護を

必要とする入居者の居住棟 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

８ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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行っておりま

す。 

────── 

９ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジによっております。  

────── 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

金利スワップ  借入金の利息 

      

  (3）ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っておりま

す。 

  

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変

動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ローの変動の累計とを比率分析する方法

により行っております。 

10 キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金・要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。 

同左 

11 その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）老人ホーム施設開発に係わる金利の会

計処理 

 大型老人ホーム施設開発については、

正常な開発期間中の支払利息を取得原価

に算入しております。なお、当事業年度

において取得原価に算入した支払利息は

ありません。 

(1）老人ホーム施設開発に係わる金利の会

計処理 

同左 

  (2）消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理方法は、税抜方式

を採用しております。なお、控除対象外

消費税等については、発生事業年度の期

間費用として処理しております。ただ

し、固定資産に係る控除対象外消費税等

は長期前払費用に計上し、法人税法の規

定により償却をおこなっております。 

(2）消費税等の会計処理方法 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（減価償却の方法） 

  法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 

平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する法令 平成19年３月30日 政令第83号））

に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。これに伴う営業利益、経常利益、税引前当期純

利益への影響は軽微であります。 

（リース取引に関する会計基準） 

 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、当事業年度より「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））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処

理によっております。 

 これにより、損益に与える影響は軽微であります。 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 （損益計算書） 

  前期まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示しており

ました「コンサルティング収入」は、営業外収益の総額の

100分10を超えたため区分表記しました。 

 なお、前期における「コンサルティング収入」の金額は

2,000千円であります。 

 （損益計算書） 

 前期まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示しており

ました「寄付金収入」は、営業外収益の総額の100分10を

超えたため区分表記しました。 

 なお、前期における「寄付金収入」の金額は3,000千円

であります。    

追加情報

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産で改正前の法人税法に基

づき償却可能限度額まで償却した資産について、その残存

簿価を償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度以後

５年間で備忘価格まで均等償却を行う方法によっておりま

す。これに伴う影響は軽微であります。 

────── 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保付債務は次のとおりであります。 

建物 4,307,531千円

土地 1,170,926千円

計 5,478,457千円

長期借入金 1,080,218千円

１年以内返済予定の長期借入金  373,728千円

短期借入金  665,670千円

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保付債務は次のとおりであります。 

建物 4,397,910千円

土地      1,417,495千円

計 5,815,405千円

長期借入金   706,490千円

１年以内返済予定の長期借入金   373,728千円

短期借入金  562,600千円

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ※１ 過年度損益修正益の内容  ※１        ────── 

過年度売上高 2,000千円    

 ※２ 過年度損益修正損の内容  ※２ 過年度損益修正損の内容 

過年度固定資産除却（建物）      16,082千円 過年度営繕費 

過年度法人税等  

     37,558千円

   1,032千円

  ※３ 固定資産売却損の内容     

器具及び備品 22千円

※４ 固定資産除却損の内容 ※４ 固定資産除却損の内容                 

建物       3,451千円

器具及び備品   1,092千円

 ※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

  当社は個別事業所ごとにグルーピングを行っておりま

す。 

 当事業年度において、介護付有料老人ホーム事業の将

来キャッシュ・フローの再検討を行い、その結果、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（760,819千円）として特別損失に計上しました。 

 その内訳は、光ハイツ・ヴェラス石山247,144千円

（内、土地51,902千円、建物189,069千円及びその他

6,172千円）、光ハイツ・ヴェラス月寒公園513,674千円

（内、土地240,024千円、建物269,189千円及びその他

4,459千円）であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、建物及び土地等については不動産

鑑定評価額により評価しております。 

車両運搬具        292千円

器具及び備品  213千円

 場所  用途  種類 

光ハイツ・ヴェ

ラス石山 

介護付有料老人

ホーム 
土地及び建物等 

光ハイツ・ヴェ

ラス月寒公園 

介護付有料老人

ホーム 
土地及び建物等 
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株 
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式 
数（株） 

発行済株式                        

普通株式  7,740  －  －  7,740

合計  7,740  －  －  7,740

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  9,675  1,250 平成19年３月31日 平成19年６月28日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月15日 

取締役会 
普通株式  9,675  利益剰余金  1,250 平成20年３月31日 平成20年６月30日

㈱光ハイツ・ヴェラス（2137）　平成21年３月期決算短信（非連結）

－　29　－



当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の発行株式総数の増加13,152株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

               該当事項はありません。 

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株 
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式 
数（株） 

発行済株式                        

普通株式  7,740  13,152  －  20,892

合計  7,740  13,152  －  20,892

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月15日 

取締役会 
普通株式  9,675  1,250 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※２        ──────   

  
  

現金及び預金  938,349千円

預入期間３ヶ月超の定期預金      －

現金及び現金同等物  938,349千円

※２ 重要な非資金取引の内容 

  当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取

引に係る資産及び債務の額は、それぞれ713百万円であ

ります。  

現金及び預金 277,012千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △50,000千円

現金及び現金同等物  227,012千円
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相 

     当額及び期末残高相当額 

  (2) 未経過リース料期末残高相当額 

  (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相 

     当額 

  (4) 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) 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。 

  

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

  

  

取得価額相

当額 

（千円） 

減価償却累

計額相当額 

（千円） 

期末残高相

当額 

（千円） 

機械及び装置  79,372  47,955  31,417

工具器具及び

備品 
 325,564  156,858  168,705

合計  404,936  204,813  200,122

 １年以内       65,097千円

 １年超     146,857 〃 

 合計      211,955千円

 支払リース料       83,345千円

 減価償却費相当額       73,814 〃 

 支払利息相当額      11,318 〃 

  １年以内       9,559千円

   １年超       17,862 〃 

   合計       27,422 〃 

１ ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

  （ア）有形固定資産 

  高齢者賃貸事業における建物及び有料老人ホー

ム事業における設備機器（工具、器具及び備品）

であります。 

   （イ）無形固定資産 

  ソフトウエアであります。  

 ② リース資産の減価償却の方法 

  重要な会計方針「４.固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は以下のとおりであ

ります。 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

   額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  (2) 未経過リース料期末残高相当額 

  (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

 (4) 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) 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。 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

  

取得価額

相当額  

  

（千円）

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

減損損失

累計額相

当額 

（千円） 

期末残高

相当額 

  

（千円） 

機械及び

装置 
 79,372  62,021 －  17,351

工具器具

及び備品 
 276,070  147,879  3,311  124,880

合計  355,443  209,900  3,311  142,231

１年以内       57,280千円

１年超       97,130 〃 

合計      154,411千円

支払リース料 

リース資産減損勘定の取崩額  

      72,703千円

 1,149 〃 

減価償却費相当額       64,524 〃 

支払利息相当額 

減損損失  

       8,709 〃 

3,311 〃 

  １年以内       7,806千円

   １年超  9,979 〃 

   合計     17,785 〃 
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前事業年度（平成20年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当事業年度（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式 57,693 49,190 △8,503 

(2）債券      

① 国債・地方

債等 
 －  －  －

② 社債 － － － 

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計 57,693 49,190 △8,503 

合計 57,693 49,190 △8,503 

  貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券  

非上場株式 80,000 

  種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式     429 440 11 

(2）債券      

① 国債・地方

債等 
－ － － 

② 社債   －  －  － 

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計        429  440  11 

合計  429  440  11 

  貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券  

非上場株式   61,850 
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１．取引の状況に関する事項 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

① 取引の内容 

 当社の利用しておりますデリバティブ取引は金利ス

ワップ取引であります。  

          ──────

② 取引に対する取組方針 

 将来の金利変動に伴うリスクを回避するためのもの

であり、借入金の残高の範囲において取り組む事と

し、投資目的のものはありません。 

 ③ 取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、変動金利支払いの借入

金について、将来の金利市場における利率上昇による

変動リスクを回避する目的で利用しております。 

  

ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジによっております。 

  

ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

金利スワップ 

  

（ヘッジ対象） 

借入金の利息 

  

ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワ

ップ取引を行っており、ヘッジ対象の認識は個別契約

毎に行っております。 

ヘッジ有効性の評価 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計とヘ

ッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを比率

分析する方法により行っております。  

  

④ 取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引においては、将来の市場金利の変

動によるリスクを有しております。 

 当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用

度の高い国内の銀行であり、相手先の契約不履行によ

るリスクは極めて少ないと認識しております。 

  

⑤ 取引に係わるリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、会社規

程に基づき財務担当者が決裁担当者の承認を得て行っ

ております。 
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２．取引の時価等に関する事項 

       該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

      当事業年度において付与しておりませんので、該当事項はありません。  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

      当事業年度において付与しておりませんので、該当事項はありません。  

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は退職一時金制度を採用し、特定退職金共済制

度に加入しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務       36,674千円

退職給付引当金       36,674千円

退職給付債務      43,777千円

退職給付引当金       43,777千円

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用       13,274千円

特定退職金共済掛金      1,210千円

退職給付費用       14,484千円

勤務費用       11,261千円

特定退職金共済掛金        1,377千円

退職給付費用       12,638千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 退職給付債務の算定方法として、簡便法を採用し

ておりますので、割引率等については該当ありませ

ん。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 

（ストック・オプション等関係）
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  

未払事業税      4,464千円

未払事業所税      1,492千円

賞与引当金       13,156千円

社会保険料   1,578千円

繰延税金資産（流動） 合計       20,692千円

     

役員退職慰労引当金      10,617千円

減価償却費超過額      1,924千円

長期前払費用   711千円

退職給付引当金       14,809千円

修繕引当金       62,338千円

固定資産除却  8,432千円

その他有価証券評価差額金        3,433千円

繰延税金資産（固定） 小計       102,266千円

評価性引当額        △3,433千円

繰延税金資産（固定） 合計       98,833千円

     

繰延税金資産合計       119,525千円

  

未払事業税           750千円

未払事業所税           1,492千円

賞与引当金            14,924千円

社会保険料    1,821千円

その他    1,402千円

繰延税金資産（流動） 小計     20,391千円

評価性引当額              △1,402千円

繰延税金資産（流動） 合計            18,988千円

     

役員退職慰労引当金            11,231千円

出資金評価額           10,498千円

貸倒引当金           92,268千円

長期前払費用             27,336千円

修繕引当金             74,784千円

退職給付引当金             17,677千円

減損損失             303,233千円

その他      9,027千円

繰延税金資産（固定） 小計             546,058千円

評価性引当額             △486,417千円

繰延税金資産（固定） 合計             59,640千円

     

繰延税金資産合計             78,629千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。 

 当事業年度については、税引前当期純損失が計上され

ているため、記載を省略しております。 

（持分法損益等）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありませ

ん。 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありませ

ん。 
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

      役員および個人主要株主等 

（注）１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件および取引条件の決定方針等 

当社は、銀行借入に対して代表取締役会長兼社長網野清孝より債務保証を受けておりますが、保証料の支

払いは行っていません。 

３ 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

  当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）および

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用

しております。 

  なお、当事業年度においては開示対象となる取引が存在しないためこれによる影響はありません。 

（関連当事者情報）

属性 氏名 住所 
資本金
または 
出資金 

事業の内
容または
職業 

議決権等
の所有(被
所有)割合

関係内容 

取引の内容 

取引 
金額 

(千円) 
科目 

期末 
残高 

(千円)
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 網野清孝 － － 

当社代表

取締役会

長兼社長 

（被所有）

直接 

0.08 

－ － 

当社の銀行借

入対する債務

被保証 

（注）２ 

170,000 － － 

資金の貸付

（注）３ 
6,000 短期貸付金  6,000
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 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

        ２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額       160,781円85銭   27,197円44銭 

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額（△） 
      15,551円29銭          △116,691円14銭 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。 

項目 前事業年度 当事業年度 

純資産の部の合計額（千円）  1,244,451  568,208

純資産の部から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
 1,244,451  568,208

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数（株） 
 7,740  20,892

項目 前事業年度 当事業年度 

１株当たり当期純利益金額又は１株当

たり当期純損失金額（△） 
           

当期純利益又は当期純損失（△）（千

円） 
 120,366  △1,075,075

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）（千円） 
 120,366  △1,075,075

期中平均株式数（株）  7,740  9,213

希簿化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

 －  －
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────   借入金返済条件の変更  

 当社は金融機関４行との間で借入金返済条件の変更に

合意し、平成21年４月30日付および平成21年５月13日付

で借入金返済条件の変更等に関する契約締結をしており

ます。 

 （1）目的 短期運転資金の確保 

 （2）借入先 空知信用金庫、みずほ銀行、三菱東京Ｕ 

  ＦＪ銀行、関西アーバン銀行 

 （3）条件内容の変更 

  ①空知信用金庫 返済期限：平成22年３月31日  

   ②みずほ銀行  返済期限：平成21年10月31日 

    ③三菱東京UFJ銀行 返済期限：平成21年９月30日  

    ④関西アーバン銀行 返済期限：平成25年２月28日 

 （4）条件変更の実施時期 

  平成21年４月30日および平成21年５月13日 

 （5）条件変更による金利および利息の増減 

   金利 4.5％～5.6％ 

   利息 37,699千円増  

 （6）その他重要な特約等 

  借入条件変更に伴い新たに下記不動産を担保提供 

 しております。  

    担保の種類 土地、建物 

    帳簿価額 3,221,373千円  
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(1）役員の異動 

  開示内容が定まった時点で開示いたします。 

(2）生産、受注及び販売の状況 

 ① 生産実績 

        該当事項はありません。 

  

  ② 受注状況 

     該当事項はありません。 

  

  ③ 販売実績 

     当事業年度における販売実績は、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 主な相手別に対する販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満のため、記載を 

           省略しております 

  

５．その他

事業部門別 
  

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％） 

有料老人ホーム事業（千円）  2,617,617  97.4

  

  
 うち介護保険報酬  680,322  102.3
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