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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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）

営業収入 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 ％

22年3月期第1四半期 7,582 25.1 955 11.7 932 17.0 494 18.6
21年3月期第1四半期 6,062 ― 855 ― 797 ― 416 ―

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

22年3月期第1四半期 2,460.31 ―

21年3月期第1四半期 2,075.18 ―

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

22年3月期第1四半期 26,989 14,141 53.6 72,102.00
21年3月期 27,483 14,157 52.9 72,429.81

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  14,478百万円 21年3月期  14,543百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 2,800.00 2,800.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 2,800.00 2,800.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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  
 

営業収入 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

15,000 17.4 2,000 6.1 1,950 9.9 1,020 10.6 5,079.68

通期 31,000 14.4 4,200 16.6 4,100 17.3 2,130 12.5 10,607.56



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 

 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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
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） 22年3月期第1四半期 200,800株 21年3月期  200,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 200,800株 21年3月期第1四半期 200,800株



  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、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不安

と経済の混乱が漸く一段落しつつありますが、景気の先行きに対する不透明感は依然として残っており、景気回復へ

の足取りはまだまだ重い状態が続いております。 

 一方わが国の高齢者住宅市場は、世界で前例のない速さで進行している高齢化に加えて、団塊世代の高齢化突入に

より、平成27年には高齢化率が30％に達する見通しで、今後ますます市場が拡大することが予想されます。そのため

市場では規制・基準のほとんどない高齢者賃貸住宅が急速に増加しており、今後は多様化した高齢者住宅について、

潜在顧客に対してどのように特徴を分かり易く伝えられるかが市場全体の課題になっております。 

 このような状況のもと、当社はコア事業であります「アミーユ」（介護付有料老人ホーム等）に加え、「Ｃアミー

ユ」（高齢者専用賃貸住宅等）の本格展開を加速しております。  

 当第１四半期連結累計期間の「アミーユ」の展開につきまして、計３施設（直営３施設）を開設し、当第１四半期

連結会計期間末の「アミーユ」の施設数は、直営133施設、ＦＣ21施設、合計154施設、総入居定員は8,061名となっ

ております。また「Ｃアミーユ」は２件を開設し、当第１四半期連結会計期間末の「Ｃアミーユ」の件数は11件、総

入居定員は984名となっております。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の営業収入は7,582百万円（前年同四半期比25.1％増）、営業利益は955百万

円（同11.7％増）、経常利益は932百万円（同17.0％増）、四半期純利益は494百万円（同18.6％増）となりました。

 部門別の業績は、以下のようになっております。 

①介護部門 

 ・特定施設入居者生活介護事業 

   関東地区３施設の「アミーユ」を新たに開設したことと、既存施設の稼働率が前連結会計年度に引き続き良 

  好であったことにより、営業収入は6,808百万円（同24.6％増）となりました。 

 ・認知症対応型共同生活介護事業 

   当第１四半期連結累計期間において新たに開設した施設はなく、既存施設の稼動状態も横ばいであったこと 

  により営業収入は177百万円（同1.5％増）となりました。 

 ・高齢者専用賃貸住宅事業 

   関西地区１件と中四国地区１件の合計２件の「Ｃアミーユ」を新たに開設したことと、既存施設の入居が進ん

  だことにより、営業収入は304百万円（同183.8％増）となりました。 

②給食部門 

  アミーユ施設が３施設、Ｃアミーユが２件、新たに開設しましたが、積和サポートシステム株式会社が平成20年

 ８月より連結子会社となったため、内部売上の相殺処理が新たに発生することになり、営業収入は158百万円（同 

 17.1％減）となりました。 

③介護用品販売部門 

  ほぼ横ばいに推移しており、営業収入は75百万円（同10.3％増）となりました。 

④ＦＣ部門 

  ほぼ横ばいに推移しており、営業収入は57百万円（同7.7％増）となりました。 

⑤その他部門 

  株式会社介護システム研究所の書籍等の販売が落ち込んだことにより、営業収入は0百万円（同95.3％減）とな 

 りました。  

  

 当第１四半期末における総資産は、主として有形固定資産の取得及び法人税等の支払による現金及び預金の減少等

により、前連結会計年度末比494百万円減の26,989百万円となりました。負債につきましては、主として未払法人税

等が減少した結果、478百万円減の12,847百万円となりました。純資産は、15百万円減の14,141百万円となり、自己

資本比率は53.6％となりました。 

  

  

 通期の連結損益状況につきましては、営業収入は31,000百万円、営業利益は4,200百万円、経常利益は4,100百万

円、当期純利益は2,130百万円を予想しており、平成21年３月期決算短信（平成21年５月11日開示）に記載した内容

と変更しておりません。 

  

  

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



 該当事項はありません。   

  

１．簡便な会計処理 

  簡便な会計処理については重要性が乏しいため記載を省略しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しておりま

す。なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。  

   

・会計処理基準に関する事項の変更 

１．原材料及び貯蔵品 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用になることに伴い、前第１四半期連結会計期間末において、「原材料及び貯蔵品」

は流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当第１四半期連結会計期間末からは区分掲記して

おります。なお、前第１四半期連結会計期間末の流動資産の「その他」に含まれる「原材料及び貯蔵品」は

14,073千円であります。 

２．長期預り保証金 

 前第１四半期連結会計期間末において、固定負債に区分掲記しておりました「長期預り保証金」は、重要

性が乏しくなりましたので、当第１四半期連結会計期間末より固定負債の「その他」に含めて表示しており

ます。なお、当第１四半期連結会計期間末の固定負債の「その他」に含まれる「長期預り保証金」は532,125

千円であります。  

  

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



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６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,086,382 6,306,631

営業未収入金 4,037,238 3,788,812

有価証券 100,000 100,000

原材料及び貯蔵品 28,523 11,589

前払費用 546,353 511,519

その他 278,730 337,103

貸倒引当金 △8,218 △9,043

流動資産合計 10,069,008 11,046,612

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,058,453 4,818,829

車両運搬具（純額） 52,591 46,428

工具、器具及び備品（純額） 265,083 241,307

土地 1,610,092 1,610,092

リース資産（純額） 647,514 654,382

建設仮勘定 1,927,145 3,853,220

有形固定資産合計 11,560,882 11,224,260

無形固定資産   

のれん 215,802 224,537

その他 359,547 328,799

無形固定資産合計 575,350 553,337

投資その他の資産   

差入保証金 4,060,806 3,922,058

その他 739,088 750,393

貸倒引当金 △15,728 △12,713

投資その他の資産合計 4,784,166 4,659,738

固定資産合計 16,920,398 16,437,336

資産合計 26,989,407 27,483,948



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 312,548 326,825

短期借入金 475,092 522,892

未払金 1,696,331 1,095,883

未払法人税等 354,509 885,966

賞与引当金 239,726 450,416

その他 1,628,157 1,793,280

流動負債合計 4,706,366 5,075,263

固定負債   

長期借入金 6,864,454 6,907,377

退職給付引当金 8,836 7,830

役員退職慰労引当金 41,088 38,625

その他 1,227,238 1,297,479

固定負債合計 8,141,617 8,251,312

負債合計 12,847,983 13,326,576

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,925,160 3,925,160

資本剰余金 4,167,510 4,167,510

利益剰余金 6,391,086 6,459,295

株主資本合計 14,483,756 14,551,965

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,674 △8,059

評価・換算差額等合計 △5,674 △8,059

少数株主持分 △336,657 △386,534

純資産合計 14,141,424 14,157,371

負債純資産合計 26,989,407 27,483,948



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収入 6,062,110 7,582,639

営業原価 4,327,818 5,537,714

営業総利益 1,734,291 2,044,925

販売費及び一般管理費 879,104 1,089,754

営業利益 855,187 955,170

営業外収益   

受取利息 11,446 8,560

受取手数料 － 3,980

持分法による投資利益 － 1,382

その他 1,467 2,038

営業外収益合計 12,914 15,962

営業外費用   

支払利息 － 38,616

持分法による投資損失 70,807 －

その他 － 22

営業外費用合計 70,807 38,638

経常利益 797,294 932,493

特別損失   

固定資産除却損 21 188

退職給付費用 － 33,347

特別損失合計 21 33,536

税金等調整前四半期純利益 797,273 898,957

法人税、住民税及び事業税 380,578 355,050

法人税等合計 380,578 355,050

少数株主利益 － 49,877

四半期純利益 416,695 494,030



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 797,273 898,957

減価償却費 98,091 167,050

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,857 2,190

賞与引当金の増減額（△は減少） 266,563 △210,689

退職給付引当金の増減額（△は減少） 466 1,006

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,994 2,462

受取利息 △11,446 △8,560

持分法による投資損益（△は益） 70,807 △1,382

支払利息 － 38,616

固定資産除却損 21 188

売上債権の増減額（△は増加） △78,256 △250,000

前払費用の増減額（△は増加） △11,007 △34,658

その他の流動資産の増減額（△は増加） △931 24,613

仕入債務の増減額（△は減少） △45,551 △14,276

未払金の増減額（△は減少） △26,797 602,499

その他の流動負債の増減額（△は減少） 92,972 108,043

預り保証金の増減額（△は減少） △102,310 △66,882

その他 32,965 21,005

小計 1,088,713 1,280,183

利息及び配当金の受取額 3,589 65

利息の支払額 － △34,607

法人税等の支払額 △997,757 △852,655

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,544 392,985

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △443,396 △861,517

無形固定資産の取得による支出 △1,468 △5,475

差入保証金の差入による支出 △150,557 △152,687

差入保証金の回収による収入 389 295

長期貸付けによる支出 △98,000 －

その他 △386 △51

投資活動によるキャッシュ・フロー △693,419 △1,019,435

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 － △90,723

リース債務の返済による支出 － △4,780

配当金の支払額 △457,756 △498,294

財務活動によるキャッシュ・フロー △457,756 △593,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,056,631 △1,220,249

現金及び現金同等物の期首残高 4,188,885 6,206,631

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,132,254 4,986,382



 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 当社グループは、介護サービス事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。  

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び 

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

   

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び 

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６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。 

   

 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

６．その他の情報
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