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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 5,505 15.9 357 466.2 341 693.0 184 550.8
21年3月期 4,751 10.8 63 △40.1 43 △53.0 28 △18.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 17,569.10 ― 35.0 17.2 6.5
21年3月期 2,699.78 ― 6.4 2.6 1.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 2,183 608 27.9 57,919.41
21年3月期 1,797 444 24.7 42,350.31

（参考） 自己資本   22年3月期  608百万円 21年3月期  444百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 374 △89 △111 501
21年3月期 42 △241 231 327

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00 21 74.1 4.7
22年3月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00 21 11.4 4.0

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00 13.4

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

2,957 11.5 138 △15.5 129 △16.4 67 △23.9 6,380.95

通期 6,056 10.0 322 △10.0 303 △11.3 157 △14.9 14,952.38
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は、16ページ 「重要な会計方針の変更」 をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 10,500株 21年3月期 10,500株

② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、当社が現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、そのため不確定要因や今後の事業展開における
状況変化等により、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。 
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(1）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、景気の下げ止まりの兆候が見られるものの、雇用不安などが消費行動にも大

きく影を及ぼし、依然として厳しい状況が続いております。  

 介護業界におきましては、平成21年４月度より介護保険法改正による介護報酬改定がありましたものの、大手数社

と多数の小規模事業者が混在、競合は激化しております。介護事業者における法令遵守の徹底が改めて強く求められ

ており、人員基準、設備基準、運営基準の遵守が重要な経営課題となっております。  

 こうした状況下、当社はコンプライアンス体制の強化と人材教育の充実を通じた、お客様満足の向上に努めてまい

りました。又、従業員一丸となって稼働率の向上、並びに、前事業年度後半からのコスト削減策を継続して取り組ん

でまいりました。 

 一方、東京都23区内ドミナントエリア拡充の一環として、平成21年５月に「デイサービスセンター西保木間」を足

立区に開設、７月に「デイサービスセンター東北沢」を世田谷区に開設、平成22年２月に「デイサービスセンター久

我山」を杉並区に開設、３月に「デイサービスセンター和泉」を杉並区に開設し、この結果、当事業年度末、東京都

23区内のデイサービス施設は45施設となりました。又、業容拡大に対応するため業務効率アップを目的とした新介護

請求システムの導入も進めてまいりました。 

  以上の結果、当事業年度末における売上高は5,505百万円（前年同期比15.9％増）となりました。損益面では、営

業利益357百万円（前年同期比466.2％増）、経常利益341百万円（前年同期比693.0％増）、当期純利益184百万円

（前年同期比550.8％増）となりました。 

  

 次期の見通しにつきましては、主力のデイサービスとエンゼルケア事業ともに順調に拡大傾向にありますが、東京

23区内のドミナントエリアの拡充の一環としてのデイサービスセンター５店の新設をはじめとして、エンゼルケア事

業の営業基盤充実のため、５月に愛知県豊川市にエンゼルケア愛知事業所の開設を予定しており、年間を通じて事業

所新設に伴う先行投資による費用増を見込んでおります。、 

 一方、全従業員とその家族の幸せを願い、働く従業員が満足できる処遇改善、並びに人材育成に積極的に投資して

まいります。 

 以上により、次期の見通しにつきましては、売上高6,056百万円、営業利益322百万円、経常利益303百万円、当期

純利益157百万円を見込んでおります。 

 なお、この業績予想につきましては、当社が現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、そ

のため不確定要因や今後の事業展開における状況変化等により、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産）  

 当事業年度末における流動資産の残高は、1,466百万円（前事業年度末1,145百万円）となり、320百万円増加しま

した。これは現金及び預金の増加173百万円及び売掛金の増加119百万円が主な要因であります。 

（固定資産） 

  当事業年度末における固定資産の残高は、717百万円（前事業年度末652百万円）となり、64百万円増加しました。

これはリース資産（無形固定資産）の増加57百万円、敷金及び保証金の増加14百万円が主な要因であります。 

（流動負債） 

 当事業年度末における流動負債の残高は、946百万円（前事業年度末637百万円）となり、308百万円増加しまし

た。これは短期借入金の増加100百万円、未払費用の増加23百万円、未払法人税等の増加149百万円、賞与引当金の増

加16百万円が主な要因であります。 

（固定負債） 

 当事業年度末における固定負債の残高は、629百万円（前事業年度末715百万円）となり、86百万円減少しました。

これは長期借入金の減少157百万円、リース債務の増加57百万円、退職給付引当金の増加13百万円が主な要因であり

ます。 

（純資産） 

 当事業年度末における純資産の残高は、608百万円（前事業年度末444百万円）となり、163百万円増加しました。 

これは配当金の支払21百万円、当期純利益184百万円が要因であります。 

  

１．経営成績
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②  キャッシュ・フローの状況 

   当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金という」）の残高は、前事業年度末と比較して173百万 

 円増加し、501百万円（前事業年度末比53.1％増）となりました。 

  当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

 <営業活動によるキャッシュ・フロー> 

  営業活動の結果、得られた資金は、374百万円（前年同期は42百万円の獲得）となりました。これは、主に税引前

 当期純利益343百万円によるものです。  

  <投資活動によるキャッシュ・フロー> 

   投資活動の結果、使用した資金は、89百万円（前年同期は241百万円の使用）となりました。これは、主に有形固

 定資産の取得による支出57百万円及び敷金保証金の差入による支出17百万円等によるものです。  

  <財務活動によるキャッシュ・フロー> 

  財務活動の結果、使用した資金は、111百万円（前年同期は231百万円の獲得）となりました。これは、短期借入 

 金の新規借入による収入900百万円に対し短期借入金の返済による支出800百万円、及び長期借入金の新規借入によ 

 る収入150百万円に対し、長期借入金の返済による支出327万円、並びに配当金の支払による支出20百万円によるも 

 のです。  

  
  なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。  

   （注）１．各指標は、いずれも財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

ａ）自己資本比率：自己資本／総資産 

ｂ）時価ベースの自己資本比率：（期末株価終値×期末発行済株式総数）／総資産 

ｃ）キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

ｄ）インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

なお、算出したキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオがマイナスに

なる場合には記載を省略しております。 

        ２．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用 

 しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債 

 を対象としております。また、利払いはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

  当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置づけており、株主配当につきまし 

ては、中長期的な事業計画に基づき、設備投資及び再投資のための内部資金の確保と安定的な配当を実施すること 

を基本方針としております。 

  上記方針に基づき、当第19期事業年度の期末配当につきましては、当初の発表通り１株当たり2,000円(配当性向

11.4％)とさせていただく予定であります。次期につきましては、一株当たり2,000円（配当性向13.4％）を予定して

おります。 

  

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％） 26.4 29.8 24.7      27.9 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
60.6 48.6 24.3         52.9 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
7.3 6.7 23.3 2.6 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
6.2 5.8 2.1 17.7 
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(4）事業等のリスク 

  最近の有価証券報告書（平成21年６月25日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を省

略しております。 

  

  最近の有価証券報告書（平成21年６月25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」から重要な変更がないた

 め開示を省略しております。  

  

(1）会社の経営の基本方針 

  平成20年３月期決算短信（平成20年５月20日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

します。 

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.care.co.jp/  

  

 (2）目標とする経営指標 

  平成20年３月期決算短信（平成20年５月20日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

します。 

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.care.co.jp/  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  平成20年３月期決算短信（平成20年５月20日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

します。 

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.care.co.jp/  

  

(4）会社の対処すべき課題 

  平成20年３月期決算短信（平成20年５月20日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

します。 

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.care.co.jp/  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 327,186 501,001

売掛金 748,413 867,580

商品 213 101

原材料 2,384 2,688

前払費用 48,911 47,403

繰延税金資産 25,582 43,953

その他 1,467 5,371

貸倒引当金 △8,885 △2,011

流動資産合計 1,145,274 1,466,087

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  641,824 ※1  683,301

減価償却累計額 △306,489 △375,988

減損損失累計額 △9,305 △9,305

建物（純額） 326,029 298,007

車両運搬具 8,319 998

減価償却累計額 △8,061 △998

車両運搬具（純額） 257 0

工具、器具及び備品 49,201 66,842

減価償却累計額 △25,206 △37,240

減損損失累計額 △286 △286

工具、器具及び備品（純額） 23,708 29,315

リース資産 44,615 67,668

減価償却累計額 △4,091 △15,095

リース資産（純額） 40,524 52,572

有形固定資産合計 390,519 379,895

無形固定資産   

のれん 1,233 833

ソフトウエア 9,431 9,181

電話加入権 3,390 3,390

リース資産 － 57,042

その他 5,040 －

無形固定資産合計 19,095 70,447

投資その他の資産   

出資金 270 －

長期貸付金 18,899 21,680

破産更生債権等 10,786 9,039

長期前払費用 20,253 21,622

繰延税金資産 26,236 32,568

敷金及び保証金 157,046 171,782
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

会員権 15,881 15,881

その他 4,168 5,607

貸倒引当金 △10,786 △11,165

投資その他の資産合計 242,755 267,017

固定資産合計 652,370 717,360

資産合計 1,797,644 2,183,448

負債の部   

流動負債   

買掛金 107,166 103,151

短期借入金 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 311,136 291,898

リース債務 8,292 26,011

未払金 12,566 29,265

未払費用 107,839 131,134

未払法人税等 23,934 173,624

未払消費税等 6,792 11,727

預り金 11,632 14,341

前受収益 8,677 9,603

賞与引当金 39,051 55,241

その他 672 160

流動負債合計 637,761 946,160

固定負債   

長期借入金 626,804 468,966

リース債務 34,968 92,278

退職給付引当金 44,680 58,416

その他 8,752 9,474

固定負債合計 715,204 629,134

負債合計 1,352,966 1,575,294

純資産の部   

株主資本   

資本金 205,125 205,125

資本剰余金   

資本準備金 138,075 138,075

資本剰余金合計 138,075 138,075

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 101,478 264,953

利益剰余金合計 101,478 264,953

株主資本合計 444,678 608,153

純資産合計 444,678 608,153

負債純資産合計 1,797,644 2,183,448
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

介護サービス収入 3,739,056 4,378,910

エンゼルケアサービス収入 1,012,196 1,126,329

売上高合計 4,751,252 5,505,240

売上原価   

介護サービス原価 3,391,861 3,795,536

エンゼルケアサービス原価 685,427 768,320

売上原価合計 4,077,289 4,563,857

売上総利益 673,963 941,383

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 2,103 －

広告宣伝費 32,383 －

役員報酬 79,946 89,171

給与手当 160,653 150,329

賞与 1,103 1,385

賞与引当金繰入額 509 849

退職給付費用 1,327 1,269

福利厚生費 44,909 39,269

通信費 21,753 23,511

消耗品費 21,568 19,011

支払報酬 22,524 22,685

支払手数料 33,944 38,577

地代家賃 21,081 23,309

賃借料 5,970 5,915

減価償却費 7,291 16,633

租税公課 ※1  83,721 ※1  84,272

その他 70,000 67,537

販売費及び一般管理費合計 610,792 583,729

営業利益 63,170 357,653

営業外収益   

受取利息 551 172

受取配当金 15 15

受取保険金 965 －

自動販売機収入 2,461 3,009

助成金収入 1,415 1,194

実習生受入に伴う収入 303 446

その他 834 1,668

営業外収益合計 6,547 6,506
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 18,193 21,185

貸倒引当金繰入額 1,060 －

和解金 7,400 －

その他 0 1,500

営業外費用合計 26,654 22,685

経常利益 43,063 341,474

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 6,493

社会保険料還付金 19,760 －

特別利益合計 19,760 6,493

特別損失   

固定資産除却損 ※2  132 ※2  1,922

事業所閉鎖損失 2,299 584

リース解約損 － 1,804

特別損失合計 2,432 4,312

税引前当期純利益 60,391 343,655

法人税、住民税及び事業税 38,597 183,883

法人税等調整額 △6,552 △24,703

法人税等合計 32,044 159,179

当期純利益 28,347 184,475
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（注） 

  

介護サービス原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    141,068 4.1  172,291     4.5 

Ⅱ 労務費 ※１  2,260,960     66.7  2,530,612    66.7

Ⅲ 経費 ※２  989,832     29.2  1,092,632     28.8 

介護サービス原価    3,391,861  100.0  3,795,536  100.0

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 労務費には、賞与引当金繰入額30,279千円、退職給

付費用8,639千円が含まれております。 

※１ 労務費には、賞与引当金繰入額 千円、退職給

付費用 千円が含まれております。 

43,134

11,542

※２ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 ※２ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 

車両関係費 千円 137,125

衛生費 千円 77,310

地代家賃 千円 320,487

減価償却費 千円 89,804

車両関係費 千円 144,009

衛生費 千円 89,421

地代家賃 千円 377,516

減価償却費 千円 100,964
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（注） 

  

エンゼルケアサービス原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    55,604     8.1  58,692     7.6 

Ⅱ 労務費 ※１  473,595     69.1  538,787     70.2 

Ⅲ 経費 ※２  156,228     22.8  170,839    22.2

エンゼルケアサービス
原価    685,427     100.0  768,320 100.0 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 労務費には、賞与引当金繰入額 千円、退職給

付費用 千円が含まれております。 

8,262

2,796

※１ 労務費には、賞与引当金繰入額 千円、退職給

付費用 千円が含まれております。 

11,258

3,173

※２ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 ※２ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 

車両関係費 千円 47,797

地代家賃 千円 29,735

減価償却費 千円 2,405

車両関係費 千円 47,080

地代家賃 千円 30,914

減価償却費 千円 5,397
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 205,125 205,125

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 205,125 205,125

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 138,075 138,075

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 138,075 138,075

資本剰余金合計   

前期末残高 138,075 138,075

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 138,075 138,075

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 104,630 101,478

当期変動額   

剰余金の配当 △31,500 △21,000

当期純利益 28,347 184,475

当期変動額合計 △3,153 163,475

当期末残高 101,478 264,953

利益剰余金合計   

前期末残高 104,630 101,478

当期変動額   

剰余金の配当 △31,500 △21,000

当期純利益 28,347 184,475

当期変動額合計 △3,153 163,475

当期末残高 101,478 264,953

株主資本合計   

前期末残高 447,830 444,678

当期変動額   

剰余金の配当 △31,500 △21,000

当期純利益 28,347 184,475

当期変動額合計 △3,153 163,475

当期末残高 444,678 608,153
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 447,830 444,678

当期変動額   

剰余金の配当 △31,500 △21,000

当期純利益 28,347 184,475

当期変動額合計 △3,153 163,475

当期末残高 444,678 608,153

- 11 -



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 60,391 343,655

減価償却費 99,502 122,996

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,163 △6,493

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,098 16,189

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,733 13,736

受取利息及び受取配当金 △566 △188

支払利息 18,193 21,185

固定資産除却損 132 1,922

売上債権の増減額（△は増加） △82,669 △118,480

たな卸資産の増減額（△は増加） △70 △191

その他の資産の増減額（△は増加） 3,838 △2,479

仕入債務の増減額（△は減少） △9,608 △4,014

未払費用の増減額（△は減少） － 23,355

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,241 4,935

その他の負債の増減額（△は減少） 6,634 13,292

その他 8,429 16,777

小計 127,441 446,199

利息及び配当金の受取額 566 188

利息の支払額 △19,619 △21,162

法人税等の支払額 △66,330 △50,793

営業活動によるキャッシュ・フロー 42,057 374,432

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 △174,836 △57,151

無形固定資産の取得による支出 △7,970 △1,633

長期貸付けによる支出 △16,407 △4,492

敷金保証金の増加による支出 △27,795 △17,260

その他投資の増加による支出 △14,483 △8,817

投資活動によるキャッシュ・フロー △241,492 △89,355

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 － 900,000

短期借入金の返済による支出 － △800,000

長期借入れによる収入 650,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △387,628 △327,076

配当金の支払額 △31,234 △20,864

その他 － △13,321

財務活動によるキャッシュ・フロー 231,137 △111,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,702 173,814

現金及び現金同等物の期首残高 295,483 327,186

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  327,186 ※1  501,001
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  該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

商品 

  先入先出法による原価法 

 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づ 

  く簿価切下げの方法により算定）   

原材料 

 先入先出法による原価法 

 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づ 

  く簿価切下げの方法により算定）  

商品 

同左 

  

  

原材料 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法 

主な資産の耐用年数 

建物     10～15年 

工具器具備品 ４～８年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

   自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。  

  のれんについては、５年間の均等償

却をしております。  

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 同左  

  (3）リース資産 

  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 

   リース期間を耐用年数とし、残存価

  額を零（残価保証の取決めがある場合

  は残価保証額）とする定額法を採用し

  ております。 

   なお、所有権移転外ファイナンス・ 

  リース取引のうち、リース取引開始日 

   が平成20年３月31日以前のリース取引 

  については通常の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 

  す。 

(3）リース資産 

  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 

同左 

  (4）長期前払費用 

 均等償却 

(4）長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務の見込額に

基づき、当期末において発生している

と認められる額を計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

      (会計方針の変更）  

  当事業年度より「「退職給付に係る会

 計基準」の一部改正（その３）」（企業

 会計基準第19号 平成20年７月31日）を

 適用しております。 

  なお、これによる営業利益、経常利益

 及び税金等調整前当期純利益に与える影

 響は軽微であります。  

４．へッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理の要

件を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）へッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

(2）へッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段… 同左 

ヘッジ対象… 同左 

  (3）ヘッジ方針 

 借入金の変動金利を回避する目的で

金利スワップ取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約毎に行ってお

ります。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについて特例処理の要

件を満たしておりますので、有効性の

評価を省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

５．キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

６．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 なお、資産に係る控除対象外消費税

等は、発生事業年度の期間費用として

処理しております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」 

 （企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用

 しております。 

  これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

に与える影響は軽微であります。 

――――― 

  

  

 （リース取引に関する会計基準） 

   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、当事業年度より「リース取引に関する会 

 計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企 

 業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及 

 び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会 

 計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会 

 計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正 

 ））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。 

  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、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

に与える影響は軽微であります。 

――――― 

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（損益計算書関係） 

   前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に

含めていた「広告宣伝費」は販売費及び一般管理費の総

額の100分の５を超えたため、当事業年度より区分掲記し

ております。なお、前事業年度の販売費及び一般管理費

の「その他」に含まれる「広告宣伝費」の金額は17,798

千円であります。   

（損益計算書関係） 

  前事業年度まで区分掲記しておりました「広告宣伝

費」（当事業年度10,803千円）は販売費及び一般管理費

の総額の100分の５以下となったため、販売費及び一般管

理費の「その他」に含めて表示することにしました。 

  

  前事業年度まで区分掲記しておりました「受取保険

金」（当事業年度372千円）は営業外収益の総額の100分

の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含め

て表示することにしました。 

――――― 

  

（キャッシュ・フロー計算書） 

   前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・

フロー」の「その他の負債の増減額」に含めて表示して

おりました「未払費用の増減額」は重要性が増したた

め、当事業年度より区分掲記しております。 

  なお、前事業年度の「その他の負債の増減額」に含ま

れている「未払費用の増減額」は16,161千円でありま

す。  
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

 ※１. 圧縮記帳 

   過年度に取得した有形固定資産について、取得価額か

ら控除されている保険差益の圧縮記帳額は次のとおりで

あります。 

 ※１. 圧縮記帳 

   過年度に取得した有形固定資産について、取得価額か

ら控除されている保険差益の圧縮記帳額は次のとおりで

あります。 

建物 千円1,969 建物 千円1,969

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．租税公課には控除対象外消費税等 千円を含ん

でおります。 

68,630 ※１．租税公課には控除対象外消費税等 千円を含ん

でおります。 

66,260

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

車両運搬具    132千円

計      132千円

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

車両運搬具 

工具、器具及び備品  

ソフトウエア 

        152千円

    千円

1,723千円

46

計       千円1,922
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

        ３. 配当に関する事項  

     （１） 配当金支払額 

      （２） 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  10,500  －  －  10,500

      合計  10,500  －  －  10,500

自己株式          

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 

定時株主総会 
普通株式   31,500  3,000 平成20年３月31日 平成20年６月25日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  21,000  利益剰余金  2,000 平成21年３月31日 平成21年６月24日
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

        ３. 配当に関する事項  

     （１） 配当金支払額 

      （２） 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  10,500     －     －  10,500

      合計  10,500     －     －  10,500

自己株式          

普通株式     －     －     －     － 

合計     －     －     －     － 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月23日 

定時株主総会 
普通株式   21,000  2,000 平成21年３月31日 平成21年６月24日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月22日 

定時株主総会 
普通株式  21,000  利益剰余金  2,000 平成22年３月31日 平成22年６月23日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

  されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

  されている科目の金額との関係 

  （平成21年３月31日現在）

現金及び預金      千円327,186

現金及び現金同等物      千円327,186

  （平成22年３月31日現在）

現金及び預金      千円501,001

現金及び現金同等物      千円501,001
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 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    該当事項はありません。   

   リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、関連当

  事者との取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

  略しております。  

     

（持分法損益等）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 同左 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額    42,350.31円 

１株当たり当期純利益     2,699.78円 

１株当たり純資産額    57,919.41円 

１株当たり当期純利益    17,569.10円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益          （千円）  28,347  184,475

普通株主に帰属しない金額   （千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益   （千円）  28,347  184,475

普通株式の期中平均株式数（株）  10,500  10,500

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

――――― ――――― 

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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  (1) 生産実績 

    該当事項はありません。 

  

  (2) 受注状況 

      該当事項はありません。 

  

  (3) 販売実績 

  （注）１. 介護事業のその他には居宅介護支援、高専賃等が含まれております。 

     ２. 最近２事業年度の主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

     ３. 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

    特記すべき事項はありません。 

  

５．生産、受注及び販売の状況

事業部門 

前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日）

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

増  減 

販 売 高 構成比 販 売 高 構成比 金 額 増減率 

（千円） （％） （千円） （％） （千円） （％） 

介護事業 

通所介護サービス  2,530,040 53.3  2,920,222  53.0  390,182  15.4 

訪問入浴サービス  741,603 15.6  842,171  15.3  100,569 13.6

訪問介護サービス  119,356 2.5  154,305  2.8  34,949 29.3

その他  348,056 7.3  462,210  8.4  114,154 32.8

小計  3,739,056 78.7  4,378,910      79.5  639,854 17.1

エンゼルケア事業  1,012,196 21.3  1,126,329   20.5  114,133 11.3

合計  4,751,252  100.0  5,505,240  100.0  753,987   15.9 

  前事業年度 当事業年度 

相 手 先  （自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日 

    至 平成21年３月31日）   至 平成22年３月31日） 

  販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

東京都国民健康保険団体連合会  2,874,328 60.5  3,371,837 61.2

６．その他
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