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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 15,497 21.3 2,133 13.2 2,069 16.6 1,126 22.2
21年3月期第2四半期 12,772 ― 1,884 ― 1,774 ― 921 ―

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2四半期 5,612.03 ―

21年3月期第2四半期 4,591.01 ―

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2四半期 31,467 14,825 48.0 75,253.61
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2四半期  15,110百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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  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

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、
実際の実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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 200,800株 21年3月期第2四半期 200,800株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響により、昨年の秋以降のかつて経験の

ないほどの急速な経済環境の悪化から、一部には景気の回復の兆しが見られるものの、依然として持続的な回復への

不安は払拭されておらず、先行きはなお厳しい経済環境が続くと見込まれています。  

 わが国の介護業界を取り巻く環境については、高齢化率は推定通りの上昇を続ける中で、介護施設の総量規制は未

だに解除されず、介護が必要でも介護を受けることのできない、いわゆる介護難民の方が今後非常に増加するのでは

ないかと不安視されています。そうした中で今年の８月の衆議院選挙で、民主党に政権交代したことにより、介護業

界の諸問題解決に向けて、期待が高まっていくものと思われます。 

 このような状況のもと、当社の「アミーユ」は、平成19年６月より実施した直営施設全面入居一時金無料化によ

り、高い入居率を維持することができました。  

 当第２四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２四半期

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５件（602戸）を開設し、当第２四半期連結会計期間末の「Ｃアミーユ」の件数は

14件、総入居定員は1,331名となっております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収入は15,497百万円（前年同四半期比21.3％増）、営業利益は2,133

百万円（同13.2％増）、経常利益は2,069百万円（同16.6％増）、四半期純利益は1,126百万円（同22.2％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13,846百万円（同20.0％増）となりました。 

・認知症対応型共同生活介護事業 

  当第２四半期連結会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ほぼ横ばいであった

ことにより営業収入は361百万円（同3.2％増）となりました。 

・高齢者専用賃貸住宅事業 

  関西地区４件と中四国地区１件の合計５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692百万円（同170.3％増）となりました。 

②給食部門 

 当第２四半期連結会計期間において「アミーユ」を３施設、「Ｃアミーユ」を５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連結子会社となったことにより、内部売上の相殺処理が発生することになり、

営業収入は328百万円（同7.4％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155百万円（同4.5％増）となりました。 

④ＦＣ部門 

 積和サポートシステム株式会社が連結子会社となり、同社に対するロイヤリティ収入等が発生しなくなったこ

と等により、営業収入は110百万円（同7.0％減）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1百万円（同73.9％減）と

なりました。  

  

 当第２四半期末の総資産は、主として有形固定資産の取得により、前連結会計年度末比3,983百万円増の31,467百

万円となりました。負債につきましては、主としてリース債務及び長期借入金が増加した結果、3,315百万円増の

16,641百万円となりました。純資産は、668百万円増の14,825百万円となり、自己資本比率は48.0％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２四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。  

  

・表示方法の変更 

 （四半期連結貸借対照表関係）  

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２四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２四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２四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

12,763千円であります。 

２．長期預り保証金  

 前第２四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２四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２四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

477,020千円であります。  

３．リース債務  

 前第２四半期連結会計期間末において、固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「リース債

務」は、負債及び純資産総額の100分の10を超えたため、当第２四半期連結会計期間末より区分掲記すること

としました。なお、前第２四半期連結会計期間末の固定負債の「その他」に含まれる「リース債務」は

12,954千円であります。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 6,152,489 6,306,631

営業未収入金 4,182,688 3,788,812

有価証券 － 100,000

原材料及び貯蔵品 29,064 11,589

前払費用 545,250 511,519

その他 276,861 337,103

貸倒引当金 △7,799 △9,043

流動資産合計 11,178,556 11,046,612

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,228,686 4,818,829

車両運搬具（純額） 50,891 46,428

工具、器具及び備品（純額） 261,580 241,307

土地 1,610,092 1,610,092

リース資産（純額） 3,453,071 654,382

建設仮勘定 1,311,190 3,853,220

有形固定資産合計 14,915,512 11,224,260

無形固定資産   

のれん 207,067 224,537

その他 352,964 328,799

無形固定資産合計 560,032 553,337

投資その他の資産   

差入保証金 4,085,003 3,922,058

その他 740,627 750,393

貸倒引当金 △12,277 △12,713

投資その他の資産合計 4,813,353 4,659,738

固定資産合計 20,288,898 16,437,336

資産合計 31,467,454 27,483,948



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 335,114 326,825

短期借入金 567,888 522,892

未払金 1,081,476 1,095,883

未払法人税等 824,869 885,966

賞与引当金 593,047 450,416

その他 1,561,759 1,793,280

流動負債合計 4,964,156 5,075,263

固定負債   

長期借入金 7,691,869 6,907,377

退職給付引当金 34,881 7,830

役員退職慰労引当金 43,463 38,625

リース債務 3,430,315 698,471

その他 477,020 599,008

固定負債合計 11,677,550 8,251,312

負債合計 16,641,707 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 7,023,950 6,459,295

株主資本合計 15,116,620 14,551,965

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,696 △8,059

評価・換算差額等合計 △5,696 △8,059

少数株主持分 △285,177 △386,534

純資産合計 14,825,746 14,157,371

負債純資産合計 31,467,454 27,483,948



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収入 12,772,235 15,497,151

営業原価 9,111,843 11,180,835

営業総利益 3,660,391 4,316,315

販売費及び一般管理費 1,775,551 2,183,147

営業利益 1,884,840 2,133,167

営業外収益   

受取利息 19,593 20,459

受取手数料 － 11,480

持分法による投資利益 － 1,063

その他 4,276 4,557

営業外収益合計 23,870 37,560

営業外費用   

支払利息 5,016 100,737

持分法による投資損失 128,912 －

その他 － 56

営業外費用合計 133,928 100,793

経常利益 1,774,782 2,069,934

特別損失   

固定資産除却損 1,267 496

退職給付費用 － 33,347

特別損失合計 1,267 33,844

税金等調整前四半期純利益 1,773,514 2,036,089

法人税、住民税及び事業税 875,240 807,837

法人税等合計 875,240 807,837

少数株主利益又は少数株主損失（△） △23,601 101,357

四半期純利益 921,875 1,126,894



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,773,514 2,036,089

減価償却費 207,495 413,007

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,047 △1,680

賞与引当金の増減額（△は減少） 188,109 142,631

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,209 27,051

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,423 4,837

受取利息及び受取配当金 △20,031 △20,996

支払利息 5,016 100,737

持分法による投資損益（△は益） 128,912 △1,063

固定資産除却損 1,267 496

売上債権の増減額（△は増加） △121,909 △393,140

前払費用の増減額（△は増加） △19,584 △32,448

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,330 25,973

仕入債務の増減額（△は減少） △64,874 8,289

未払金の増減額（△は減少） 21,975 △12,355

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13,977 197,638

預り保証金の増減額（△は減少） △188,506 △121,987

その他 64,403 55,146

小計 1,996,931 2,428,227

利息及び配当金の受取額 4,293 3,992

利息の支払額 △5,016 △104,733

法人税等の支払額 △998,730 △851,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 997,478 1,475,985

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,300,761 △1,758,527

無形固定資産の取得による支出 △3,375 △14,276

差入保証金の差入による支出 △287,050 △191,100

差入保証金の回収による収入 3,109 905

投資有価証券の取得による支出 △411 △499

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

122,148 －

長期貸付けによる支出 △147,000 －

その他 △874 47

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,614,214 △1,863,451

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 760,000 1,040,000

長期借入金の返済による支出 △6,320 △210,512

リース債務の返済による支出 △553 △35,530

配当金の支払額 △559,273 △560,633

財務活動によるキャッシュ・フロー 193,853 233,324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △422,882 △154,142

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 3,766,002 6,052,489



 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び  

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び 

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び 

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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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