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1.  平成21年10月期第2四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年4月30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2四半期 2,985 ― 77 ― 54 ― 154 ―

20年10月期第2四半期 2,829 6.6 51 ― 48 ― 198 ―

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2四半期 6,248.22 ―

20年10月期第2四半期 8,028.15 ―

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2四半期 4,760 1,669 35.1 67,468.99
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2四半期  1,669百万円 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  有  
 

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 6,400 11.0 250 67.6 200 38.7 220 △11.1 8,892.48
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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、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) 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、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。 

(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 企業会計基準摘要指針第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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期第2四半期 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2四半期  ―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2四半期 24,740株 20年10月期第2四半期 24,740株
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当第２四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
的な金融危機の深刻化から、世界景気の減速や円高等の影響を受け、一部で回復の兆しはあるものの、企
業収益の急速な悪化、個人消費の低迷や雇用情勢の悪化が続き、景気は厳しい状況で推移いたしました。
 介護業界におきましては、介護従事者の処遇改善などのために平成21年４月に介護報酬の改定が行わ
れ、介護事業各社の対応が注目されています。当社グループは、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の向上のため、「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、早期実行を図るべく現在精査中であります。 
 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、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、営業管理体制の強化及び業務の効率化への取り組み、また、緻密なマーケティングのうえでの新規
出店等を積極的に推し進め、業績の拡大と拡充に努めました。 
 訪問介護事業・通所介護事業におきましては、福岡市における訪問介護事業、通所介護事業等の運営
を、株式会社ベネッセスタイルケアから譲り受け、平成21年２月に福岡地区での運営を開始いたしまし
た。また、既存の地区においても積極的な展開を図り、営業基盤を拡大のため、東京都２拠点（練馬区・
葛飾区）、大阪府２拠点、（いずれも吹田市）、愛知県１拠点（名古屋市西区）を新規出店しておりま
す。 
 施設介護事業におきましては、有料老人ホーム、グループホーム全施設において満床の状態が続いてお
り、新規施設（有料老人ホーム、グループホーム）の開設にむけ、調査・検討中であります。 
 また、介護保険以外の事業におきましては、大阪府の千里・吹田地区で運行する高齢者向け無料バス
「マイタウンたのしいバス」が、行政、地域企業、高齢者の方々から支持をいただき、事業化の目処もた
ってまいりました。今後、増車や他地域への進出等も視野に入れ積極的な展開を図ってまいります。 
 なお、当第２四半期連結会計期間において、当社が保有する投資有価証券の一部を売却し、２億49百万
円の投資有価証券売却益を計上しております。 
 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は29億85百万円、連結営業利益77百万円、連結
経常利益54百万円、連結四半期純利益１億54百万円となりました。 

  

 資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

当第２四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８百万円減少し、19億62百万円
となりました。これは主として現金及び預金の減少48百万円、売掛金の増加53百万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16億36百万円増加し、27億97百万円となりました。これは主
として有形固定資産のリース資産の増加13億89百万円、投資有価証券の評価替えによる増加82百万円に
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16億28百万円増加し、47億60百万
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13百万円増加し、11億40百万円となりました。これは主として
１年内返済予定の長期借入金の増加38百万円、リース債務の増加71百万円、未払法人税等の減少100百
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14億36百万円増加し、19億50百万円
となりました。これは主としてリース債務の増加13億17百万円、長期借入金の増加86百万円によるもの
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14億49百万円増加し、30億91百万円とな
りました。 

 （純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億78百万円増加し、16億69百万円となりました。これは主
として利益剰余金の増加１億29百万円によるものであります。 
  

・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
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当第２四半期連結会計期間において投資有価証券の一部を市場で売却したことにより、投資有価証券売
却益が発生いたしました。 
 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、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、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方法に準じた会計処理によっております。
 これらの結果、通期連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年４月22日公表し
ております「投資有価証券売却益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」、及び、平成21年６月８
日に公表しております「平成21年10月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差異及び通期
（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

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２四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。ただし、当該見
積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率
を使用する方法によっております。 
 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

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日公表分 企業会計
基準第９号）を第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. 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
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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、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方法に準じた
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1,389,338千円、リース債務が流動負債に71,977千円、固定負債に1,317,764千円計上さ
れ、四半期連結損益計算書については、営業利益が9,697千円増加、経常利益が6,133千円減少、税金
等調整前四半期純利益が6,133千円減少しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年４月30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 851,102 899,337

売掛金 986,129 932,986

商品 415 306

その他 132,038 144,702

貸倒引当金 △6,894 △6,469

流動資産合計 1,962,791 1,970,863

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 1,389,338 －

その他（純額） 471,834 300,691

有形固定資産合計 1,861,172 300,691

無形固定資産 94,561 113,955

投資その他の資産   

投資有価証券 544,000 462,000

その他 303,359 290,498

貸倒引当金 △5,595 △6,456

投資その他の資産合計 841,763 746,042

固定資産合計 2,797,498 1,160,689

資産合計 4,760,290 3,131,552
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年４月30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 49,819 48,279

1年内返済予定の長期借入金 294,854 256,554

未払法人税等 168,618 269,459

賞与引当金 37,461 26,426

リース債務 72,715 －

その他 517,269 526,419

流動負債合計 1,140,737 1,127,139

固定負債   

長期借入金 397,647 311,614

リース債務 1,317,979 －

その他 234,743 202,497

固定負債合計 1,950,370 514,111

負債合計 3,091,107 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 250,469 120,628

株主資本合計 1,347,199 1,217,358

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 321,983 272,943

評価・換算差額等合計 321,983 272,943

純資産合計 1,669,182 1,490,301

負債純資産合計 4,760,290 3,131,552
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 2,985,293

売上原価 2,091,446

売上総利益 893,846

販売費及び一般管理費 816,630

営業利益 77,216

営業外収益  

受取利息 126

補助金収入 2,420

その他 1,586

営業外収益合計 4,132

営業外費用  

支払利息 22,136

その他 5,079

営業外費用合計 27,215

経常利益 54,133

特別利益  

投資有価証券売却益 249,378

特別利益合計 249,378

特別損失  

固定資産除却損 182

減損損失 316

特別損失合計 498

税金等調整前四半期純利益 303,013

法人税等 148,431

四半期純利益 154,581
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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）前中間連結損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考資料」

前中間連結会計期間

（自 平成19年11月１日

  至 平成20年４月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,829,964

Ⅱ 売上原価 1,994,980

   売上総利益 834,984

Ⅲ 販売費及び一般管理費 783,152

   営業利益 51,831

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 68

 ２ 補助金収入 3,195

 ３ 保険金収入 801

 ４ その他 1,300

   営業外収益合計 5,366

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 6,647

 ２ その他 1,640

   営業外費用合計 8,288

   経常利益 48,910

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 90

 ２ 投資有価証券売却益 325,385

   特別利益合計 325,475

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 716

 ２ 減損損失 5,364

   特別損失合計 6,080

   税金等調整前中間純利益 368,305

   法人税、住民税及び事業税 178,506

   法人税等調整額 △8,816

   中間純利益 198,616
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