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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 23,667 19.1 3,496 18.9 3,496 23.7 1,927 28.1
21年3月期第3四半期 19,872 ― 2,940 ― 2,826 ― 1,504 ―

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3四半期 9,597.72 ―

21年3月期第3四半期 7,492.18 ―

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3四半期 32,606 15,708 48.8 79,243.10
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3四半期  15,912百万円 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、
実際の資料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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 200,800株 21年3月期第3四半期 200,800株



 当第３四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を発端にした世界的な金融不安

により、かつてないほどの急速な経済環境の悪化を経験した後、世界各国が徐々に景気の回復に向けて進む中、日本

は景気回復の足取りが重く、今後もなお厳しい経済環境が続くもの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、社会保障費抑制の流れはあるものの、平成21年４月におこなわれた

介護報酬改定では報酬のプラス改定がおこなわれ、また10月からは介護従事者の処遇改善のための交付金支給がおこ

なわれるなど、今後増え続けることが見込まれる需要に対して、供給不足とならないように環境整備の問題解決に向

けて積極的な政策がおこなわれるようになりつつあります。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を初めとする差別化されたサービスをおこなうことにより、高い

入居率を維持することが出来ました。  

 当第３四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３四半期

連結累計期間末の「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６件（704戸）を開設し、当第３四半期連結累計期間末の「Ｃアミーユ」の件数は

15件、総入居定員は1,433名となっております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収入は23,667百万円（前年同四半期比19.1％増）、営業利益は3,496

百万円（同18.9％増）、経常利益は3,496百万円（同23.7％増）、四半期純利益は1,927百万円（同28.1％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、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20,980百万円（同16.6％増）となりました。 

 ・認知症対応型共同生活介護事業 

  当第３四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ほぼ横ばいであった

ことにより営業収入は547百万円（同4.4％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件と関東地区１件の合計６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1,209百万円（同172.7％増）となりました。 

②給食部門 

 当第３四半期連結累計期間において「アミーユ」を３施設、「Ｃアミーユ」を６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518百万円（同3.4％増）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243百万円（同7.4％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164百万円（同5.8％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3百万円（同49.8％減）と

なりました。 

   

 当第３四半期末の総資産は、主として有形固定資産の増加により、前連結会計年度末比5,122百万円増の32,606百

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および長期借入金が増加したことにより、3,571百万

円増の16,898百万円となりました。純資産は、1,550百万円増の15,708百万円となり、自己資本比率は48.8％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３四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３四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３四半期連結会計期間末より区分掲記してお

ります。なお、前第３四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

34,290千円であります。 

    ２．長期預り保証金  

      前第３四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３四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３四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

426,633千円であります。 

    ３．リース債務  

      前第３四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３四半期連結会計期間末より区分掲記してお

ります。なお、前第３四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24,917千

円であります。 

  

     （四半期連結損益計算書関係） 

      前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収

入」は、営業外収入の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記しております。な

お、前第３四半期連結累計期間の「助成金収入」は4,889千円であります。  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 6,214,302 6,306,631

営業未収入金 4,330,579 3,788,812

有価証券 － 100,000

原材料及び貯蔵品 35,627 11,589

前払費用 545,302 511,519

その他 359,027 337,103

貸倒引当金 △8,326 △9,043

流動資産合計 11,476,512 11,046,612

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,063,294 4,818,829

車両運搬具（純額） 47,231 46,428

工具、器具及び備品（純額） 241,616 241,307

土地 1,610,092 1,610,092

リース資産（純額） 3,417,891 654,382

建設仮勘定 2,347,643 3,853,220

有形固定資産合計 15,727,769 11,224,260

無形固定資産   

のれん 198,332 224,537

その他 353,084 328,799

無形固定資産合計 551,417 553,337

投資その他の資産   

差入保証金 4,119,532 3,922,058

その他 742,615 750,393

貸倒引当金 △11,339 △12,713

投資その他の資産合計 4,850,808 4,659,738

固定資産合計 21,129,994 16,437,336

資産合計 32,606,507 27,483,948



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 379,506 326,825

短期借入金 617,688 522,892

未払金 1,503,520 1,095,883

未払法人税等 487,762 885,966

賞与引当金 217,143 450,416

その他 1,577,539 1,793,280

流動負債合計 4,783,160 5,075,263

固定負債   

長期借入金 8,194,872 6,907,377

退職給付引当金 39,138 7,830

役員退職慰労引当金 45,838 38,625

リース債務 3,408,537 698,471

その他 426,633 599,008

固定負債合計 12,115,021 8,251,312

負債合計 16,898,181 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 7,824,277 6,459,295

株主資本合計 15,916,947 14,551,965

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,933 △8,059

評価・換算差額等合計 △4,933 △8,059

少数株主持分 △203,688 △386,534

純資産合計 15,708,326 14,157,371

負債純資産合計 32,606,507 27,483,948



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収入 19,872,457 23,667,530

営業原価 14,230,593 16,884,549

営業総利益 5,641,864 6,782,980

販売費及び一般管理費 2,700,926 3,286,550

営業利益 2,940,937 3,496,429

営業外収益   

受取利息 32,559 29,316

受取手数料 － 11,480

持分法による投資利益 － 1,066

助成金収入 － 128,441

その他 6,439 3,173

営業外収益合計 38,999 173,477

営業外費用   

支払利息 22,986 173,291

持分法による投資損失 128,432 －

その他 1,650 66

営業外費用合計 153,069 173,357

経常利益 2,826,868 3,496,549

特別利益   

前期損益修正益 4,228 －

特別利益合計 4,228 －

特別損失   

固定資産除却損 1,427 668

投資有価証券評価損 5,893 －

退職給付費用 － 33,347

特別損失合計 7,320 34,016

税金等調整前四半期純利益 2,823,776 3,462,533

法人税、住民税及び事業税 1,342,314 1,352,464

法人税等合計 1,342,314 1,352,464

少数株主利益又は少数株主損失（△） △22,969 182,846

四半期純利益 1,504,431 1,927,222



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 2,823,776 3,462,533

減価償却費 321,579 669,875

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,364 △2,090

賞与引当金の増減額（△は減少） △138,298 △233,273

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,613 31,308

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,478 7,212

持分法による投資損益（△は益） 128,432 △1,066

受取利息及び受取配当金 △32,997 △29,854

支払利息 22,986 173,291

固定資産除却損 1,427 668

投資有価証券評価損益（△は益） 5,893 －

売上債権の増減額（△は増加） △240,966 △539,541

前払費用の増減額（△は増加） △42,307 △31,807

その他の流動資産の増減額（△は増加） △21,291 △62,476

仕入債務の増減額（△は減少） 3,758 52,681

未払金の増減額（△は減少） 363,428 409,687

その他の流動負債の増減額（△は減少） 51,786 211,303

預り保証金の増減額（△は減少） △273,111 △172,374

その他 82,089 76,107

小計 3,062,685 4,022,185

利息及び配当金の受取額 9,318 4,458

利息の支払額 △22,986 △177,980

法人税等の支払額 △1,892,688 △1,735,170

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,156,329 2,113,494

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 △2,915,252 △2,807,742

無形固定資産の取得による支出 △32,585 △23,330

差入保証金の差入による支出 △392,777 △241,195

差入保証金の回収による収入 3,775 2,819

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 △25,077 △458

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,387,180 △2,970,406

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 3,539,000 1,730,000

長期借入金の返済による支出 △34,964 △347,709

リース債務の返済による支出 △1,853 △56,432

配当金の支払額 △559,943 △561,275

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,942,239 764,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 711,387 △92,329

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 4,900,273 6,114,302



 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び 

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び 

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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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