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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 714 9.1 139 467.6 113 ― 53 ―
21年3月期第1四半期 654 ― 24 ― 6 ― △21 ―

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 2,579.80 ―
21年3月期第1四半期 △2,731.67 ―

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 10,775 622 5.8 29,791.98
21年3月期 10,918 568 5.2 27,197.44

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  622百万円 21年3月期  568百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

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) 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） 

(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 無
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 20,892株 21年3月期  20,892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（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 20,892株 21年3月期第1四半期  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 
（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【定性的情報・財務諸表】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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 当第１四半期会計期間（平成21年４月1日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響

を受けた景気の急激な悪化は下げ止まり傾向にあるものの厳しい環境が続きました。当社が事業展開する北海道内の

景気も低迷し、公共投資は持ち直しているものの、住宅投資、設備投資が大幅に減少し、雇用、所得環境が厳しい状

況のもと、個人消費も低迷しました。 

 高齢者住宅市場におきましては、社会情勢、消費者心理が反映され、入居一時金が不要、または低額に抑えた施設

や月額家賃方式の施設が高入居率となるなど低価格化傾向が顕著となっております。このような状況のもと、当社は

札幌市内の介護付有料老人ホーム光ハイツ・ヴェラス５施設、および小樽市に平成21年３月に開設しました月額家賃

方式の適合高齢者専用賃貸住宅ヴェラス・クオーレ小樽の空室販売に全社を挙げて取り組みました。その結果、光ハ

イツ・ヴェラス12室、ヴェラス・クオーレ18室の新規入居を獲得しました。高額入居一時金方式の有料老人ホームの

販売が低迷する市場において、当社の有料老人ホーム５施設の平均入居率は90．8％を確保いたしました。 

 当社は、財務体質の改善の課題に取り組み、介護保険報酬の適正化策の実施、経費削減の推進等を全社を挙げて実

施しておりますが、当第１四半期会計期間において新規入居が順調に推移し、入居金売上の他、介護保険報酬の増加

（前年同期比18.0％増）があったことに加え、売上原価の圧縮（前年同期比7.5％減）および販売管理費の圧縮（前

年同期比15.8％減）も結果を出し始めております。 

 以上の結果、第１四半期における売上高は714百万円（前年同期比9.1％増）、営業利益139百万円（前年同期比

467.6％増）、経常利益113百万円（前年同期は６百万円）、四半期純利益53百万円（前年同期は△21百万円）となり

ました。 

  

 当第１四半期末における総資産は10,775百万円となり、前事業年度末に比べ143百万円減少となりました。その主

な要因は固定資産の減価償却によるものであります。 

 なお、純資産は622百万円となり、自己資本比率は5.8％と当四半期において0.6ポイントの改善となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は200百万円となり、前事業年度末と比較して26百万円

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32百万円の収入となりました。その主な要因は売上の増加によるもので

あります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は30百万円の収入となりました。その主な要因は定期預金の払戻しによる

ものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は89百万円の支出となりました。その主な要因は社債の償還によるもので

あります。 

  

 平成21年５月15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。 

  

 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
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 当社は、前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

1,075百万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床を運営および神恵内村

で高齢者グループホーム等３施設を運営）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、議決権50％を保有する同社株主）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れます。

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。 

（３）継続企業の前提に関する重要事象等
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 285,733 277,012

営業未収入金 221,899 191,448

商品 235 255

その他 48,765 50,649

貸倒引当金 △1,499 △1,499

流動資産合計 555,133 517,865

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,813,347 6,878,949

土地 2,158,142 2,158,142

その他（純額） 979,999 998,993

有形固定資産合計 9,951,490 10,036,085

無形固定資産   

その他 61,841 66,781

無形固定資産合計 61,841 66,781

投資その他の資産   

その他 435,142 526,094

貸倒引当金 △228,500 △228,500

投資その他の資産合計 206,642 297,594

固定資産合計 10,219,973 10,400,461

資産合計 10,775,107 10,918,326

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,307 6,193

1年内償還予定の社債 － 51,000

短期借入金 587,600 562,600

1年内返済予定の長期借入金 239,051 373,728

入居金預り金 899,530 888,336

介護料預り金 83,032 83,048

賞与引当金 20,820 36,961

その他 299,356 282,854

流動負債合計 2,133,698 2,284,722

固定負債   

社債 － 48,000

長期借入金 832,317 706,490

長期入居金預り金 5,589,461 5,703,243

長期介護料預り金 594,729 604,133

退職給付引当金 43,044 43,777
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

修繕引当金 192,834 185,202

役員退職慰労引当金 28,929 27,814

その他 737,678 746,733

固定負債合計 8,018,995 8,065,395

負債合計 10,152,693 10,350,117

純資産の部   

株主資本   

資本金 686,296 686,296

資本剰余金 566,296 566,296

利益剰余金 △630,498 △684,395

株主資本合計 622,095 568,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 319 11

評価・換算差額等合計 319 11

純資産合計 622,414 568,208

負債純資産合計 10,775,107 10,918,326
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 654,779 714,566

売上原価 533,569 493,417

売上総利益 121,209 221,148

販売費及び一般管理費 96,576 81,319

営業利益 24,633 139,829

営業外収益   

受取利息 1,533 329

受取配当金 12 12

受取手数料 2,686 1,815

受取賃貸料 4,421 3,500

その他 2,199 2,742

営業外収益合計 10,852 8,400

営業外費用   

支払利息 16,026 26,080

長期前払費用償却 9,928 8,202

その他 3,510 101

営業外費用合計 29,465 34,383

経常利益 6,019 113,845

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 7,058

特別利益合計 － 7,058

特別損失   

前期損益修正損 38,590 －

訴訟和解金 － 19,000

その他 2,653 137

特別損失合計 41,244 19,137

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △35,224 101,767

法人税、住民税及び事業税 278 25,669

過年度法人税等 19,508 7,727

法人税等調整額 △33,868 14,472

法人税等合計 △14,081 47,870

四半期純利益又は四半期純損失（△） △21,143 53,897
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△35,224 101,767

減価償却費 87,326 89,398

長期前払費用償却額 9,928 8,202

賞与引当金の増減額（△は減少） 501 △16,140

修繕引当金の増減額（△は減少） 7,262 7,632

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,424 1,114

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,934 △733

関係会社株式評価損 2,646 －

受取利息及び受取配当金 △1,545 △341

支払利息 16,026 26,080

有形固定資産除却損 7 137

前期損益修正損益（△は益） 38,590 －

売上債権の増減額（△は増加） 15,769 △30,451

たな卸資産の増減額（△は増加） 4 2,236

仕入債務の増減額（△は減少） 349 △1,885

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減
少）

△142,449 △112,008

未払金の増減額（△は減少） △50,960 △30,441

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,711 9,000

前受金の増減額（△は減少） 3,517 △6,680

その他 2,715 16,784

小計 △65,885 63,672

利息及び配当金の受取額 1,545 341

利息の支払額 △15,224 △25,063

法人税等の支払額 △68,638 △6,714

営業活動によるキャッシュ・フロー △148,204 32,235

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 △5,100 △37,200

定期預金の払戻による収入 － 69,400

有形固定資産の取得による支出 △139,718 △1,270

無形固定資産の取得による支出 △1,200 －

貸付けによる支出 △150 －

貸付金の回収による収入 56,004 58

出資金の売却による収入 4,000 －

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 △106,164 30,988
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（単位：千円）

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

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

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 240,000 544,100

短期借入金の返済による支出 △302,496 △519,100

長期借入金の返済による支出 △93,432 △8,850

社債の償還による支出 － △99,000

配当金の支払額 △9,667 △5

リース債務の返済による支出 － △5,660

割賦債務の返済による支出 △985 △985

その他 △905 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,486 △89,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △421,854 △26,278

現金及び現金同等物の期首残高 938,349 227,012

現金及び現金同等物の四半期末残高 516,495 200,733
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 当社は前事業年度において、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

1,075百万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ともに、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ともに、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

運営および神恵内村で高齢者グループホーム等３施設を運営）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ともに、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。当第１四半期会計期間において、介護保険報酬は前年同期比17.9％の増加を、売上原価は前年同期比7.5％

の減少、販売管理費につきましては前年同期比15.7％の減少を達成しております。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、議決権50％を保有する同社株主）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、当社は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り、現時点では継続企業の

前提に関する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。  

 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）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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