
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（１）連結経営成績（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 ％ 

23年３月期第１四半期  8,545  12.7  1,200  25.7  1,265  35.7  210  △57.4

22年３月期第１四半期  7,582  25.1  955  11.7  932  17.0  494  18.6

  
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 

23年３月期第１四半期  1,048  09  －      

22年３月期第１四半期  2,460  31  －      

  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 

23年３月期第１四半期  35,320  16,149  45.8  80,518  32

22年３月期  35,625  16,587  46.7  82,884  54

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 16,168百万円 22年３月期 16,643百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        0 00 －     3,400 00  3,400  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －     4,000 00  4,000  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  17,000  9.7  2,500  17.2  2,600  25.6  1,200  6.5  5,976  09

通期  35,000  9.6  5,300  14.3  5,400  14.4  2,700  1.6  13,446  21



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外でありますが、この四半期

決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しております。 

  

※  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あたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「(1)連

結経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 200,800株 22年３月期 200,800株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 200,800株 22年３月期１Ｑ 200,800株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善が続き、徐々に景気回復の兆しが見られます

が、雇用情勢は厳しく、また円高や株安の傾向が続くなど、景気の先行きに対する不透明感は依然として残ってお

ります。 

 介護業界を取り巻く環境につきましては、少子高齢化が一段と進む中、高齢者向けの介護施設や介護サービスに

対する世間の注目度合いの高まりに呼応して、多くの企業が参入し、多種多様なサービスの提供を行っておりま

す。今後は、増え続ける要介護者に対していかに適正な価格で、質の高い介護サービスを提供できるかが一層求め

られることと予想されます。また、平成22年５月に施行された「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住

まい法）」の改正により、高齢者専用賃貸住宅（以下、「高専賃」という。）の登録基準が設けられ、従来の高専

賃は全て登録が廃止され、新たな基準を満たした高専賃だけが再登録されることとなりました。これによって、高

専賃は一定の居住環境を満たした安心できる住まいとして、品質が確保されることになりました。しかしながら、

依然として、高専賃の認知度は低く、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

題となっております。 

 このような状況のもと、当社は多様化を続ける個々のニーズに迅速に対応するため、従来の介護付き有料老人ホ

ーム事業（アミーユ事業）に加え、新しいサービスを提供していくため、高齢者専用賃貸住宅事業（Ｃアミーユ事

業）に取り組んでおります。  

 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２施設を開設し、当第１四半期連結累計期間

末の「アミーユ」の施設数は、直営135施設、ＦＣ21施設、合計156施設、総入居定員は8,137名となっておりま

す。また、当第１四半期連結累計期間末の「Ｃアミーユ」の件数は合計18件、総入居定員1,718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8,545百万円（前年同四半期比12.7％増）、営業利益は1,200

百万円（同25.7％増）、経常利益は1,265百万円（同35.7％増）となりました。また、資産除去債務等の過年度分

を特別損失に計上したこと及び法人税等の増加による影響により、四半期純利益は210百万円（同57.4％減）とな

りました。 

 セグメント別の業績は以下のようになっております。 

 ① アミーユ事業 

 当第１四半期連結累計期間において関東地区に２施設の「アミーユ」を新たに開設したこと、既存施設の稼

働率が良好であったことにより、営業収入は7,343百万円、セグメント利益は1,078百万円となりました。 

 ② Ｃアミーユ事業 

 当第１四半期連結累計期間において新たに開設した物件はなかったものの、既存物件の入居率が向上したこ

とにより、営業収入は771百万円となりました。また、損益分岐点に達していない物件があること等により、

セグメント損失は149百万円となりました。 

 ③ 給食事業 

 当第１四半期連結累計期間において「Ｃアミーユ」の入居者が増加したこと等により、営業収入は228百万

円、セグメント利益は181百万円となりました。 

 ④ その他 

 当第１四半期連結累計期間において介護用品の販売が増加したこと等により、営業収入は202百万円、セグ

メント利益は87百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ① 資産、負債及び純資産の状況  

 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304百万円減の35,320百万円となりました。 

 負債につきましては、主として資産除去債務等が増加した結果、133百万円増の19,171百万円となりました。 

 純資産は438百万円減の16,149百万円となり、自己資本比率は45.8％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ418百万

円減少し、当第１四半期末残高は7,426百万円（前年同四半期比48.9％増）となりました。 

 当第１四半期末における各キャッシュ・フローの状況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784百万円（同99.7％増）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益

が917百万円（同2.1％増）になったこと及び減価償却費が295百万円（同76.8％増）となったこと、未払金が693百

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



万円（同15.0％増）増加したこと等により資金を得た一方で、法人税等の支払により1,000百万円（同17.3％増）

使用したこと及び売上債権が168百万円（同32.6％減）増加したこと等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） 

 投資活動の結果使用した資金は366百万円（同64.1％減）となりました。これは主に新規開設に伴う有形固定資

産の取得に308百万円（同64.2％減）使用したこと及び差入保証金の払込により23百万円（同84.4％減）支出した

こと等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） 

 財務活動の結果使用した資金は837百万円（同41.0％増）となりました。これは主に長期借入金の返済に177百万

円（同95.4％増）支出したこと及び配当金の支払に638百万円（同28.1％増）使用したこと等によるものでありま

す。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結損益状況につきましては、営業収入は35,000百万円、営業利益は5,300百万円、経常利益は5,400百万

円、当期純利益は2,700百万円を予想しており、平成22年３月期決算短信（平成22年５月10日開示）に記載した内

容と変更しておりません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１.資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ6,694千円減少し、税金等調整前四半期純

利益は、66,810千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は499,358

千円であります。 

２.表示区分の変更 

 （四半期連結損益計算書） 

 ① 助成金収入  

 前第１四半期連結会計期間において、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１四半期連結累計期間より区分掲記しております。なお、前

第１四半期連結累計期間の「助成金収入」は968千円であります。 

   ② 少数株主損益調整前四半期純利益   

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,526,823 7,945,338

営業未収入金 4,480,754 4,311,595

原材料及び貯蔵品 12,344 12,337

前払費用 596,468 534,256

その他 533,706 544,389

貸倒引当金 △6,550 △8,381

流動資産合計 13,143,548 13,339,534

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,236,256 10,674,575

車両運搬具（純額） 47,245 46,086

工具、器具及び備品（純額） 261,884 269,201

土地 1,610,092 1,610,092

リース資産（純額） 3,413,037 3,382,710

建設仮勘定 415,819 835,819

有形固定資産合計 16,984,336 16,818,485

無形固定資産   

のれん 180,862 189,597

その他 386,670 361,619

無形固定資産合計 567,532 551,217

投資その他の資産   

差入保証金 3,856,727 4,153,163

その他 781,113 775,676

貸倒引当金 △12,380 △12,243

投資その他の資産合計 4,625,461 4,916,596

固定資産合計 22,177,330 22,286,299

資産合計 35,320,878 35,625,834

負債の部   

流動負債   

営業未払金 346,730 362,397

短期借入金 708,984 708,984

未払金 1,897,148 1,203,708

未払法人税等 678,167 1,053,090

賞与引当金 262,431 523,005

その他 1,684,770 1,866,309

流動負債合計 5,578,232 5,717,496

固定負債   

長期借入金 9,290,717 9,467,963

退職給付引当金 45,929 41,985

役員退職慰労引当金 50,750 48,213

資産除去債務 509,199 －

その他 3,696,950 3,762,960

固定負債合計 13,593,547 13,321,122

負債合計 19,171,779 19,038,618



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

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 8,083,096 8,555,358

株主資本合計 16,175,766 16,648,028

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,685 △4,811

評価・換算差額等合計 △7,685 △4,811

少数株主持分 △18,981 △56,002

純資産合計 16,149,098 16,587,215

負債純資産合計 35,320,878 35,625,834



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収入 7,582,639 8,545,996

営業原価 5,537,714 6,184,366

営業総利益 2,044,925 2,361,629

販売費及び一般管理費 1,089,754 1,161,093

営業利益 955,170 1,200,536

営業外収益   

受取利息 8,560 8,352

受取手数料 3,980 －

持分法による投資利益 1,382 260

助成金収入 － 133,522

その他 2,038 1,250

営業外収益合計 15,962 143,385

営業外費用   

支払利息 38,616 78,094

その他 22 9

営業外費用合計 38,638 78,103

経常利益 932,493 1,265,818

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,694

特別利益合計 － 1,694

特別損失   

固定資産除却損 188 323

退職給付費用 33,347 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 60,115

過年度保証金償却額 － 289,351

特別損失合計 33,536 349,791

税金等調整前四半期純利益 898,957 917,722

法人税、住民税及び事業税 355,050 670,243

法人税等合計 355,050 670,243

少数株主損益調整前四半期純利益 － 247,478

少数株主利益 49,877 37,020

四半期純利益 494,030 210,458



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 898,957 917,722

減価償却費 167,050 295,418

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 60,115

過年度保証金償却額 － 289,351

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,190 △1,694

賞与引当金の増減額（△は減少） △210,689 △260,574

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,006 3,943

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,462 2,537

受取利息 △8,560 △8,352

持分法による投資損益（△は益） △1,382 △260

支払利息 38,616 78,094

固定資産除却損 188 323

売上債権の増減額（△は増加） △250,000 △168,446

前払費用の増減額（△は増加） △34,658 △62,390

その他の流動資産の増減額（△は増加） 24,613 1,757

仕入債務の増減額（△は減少） △14,276 △15,667

未払金の増減額（△は減少） 602,499 693,120

その他の流動負債の増減額（△は減少） 108,043 84,556

預り保証金の増減額（△は減少） △66,882 △43,589

その他 21,005 △3,031

小計 1,280,183 1,862,933

利息及び配当金の受取額 65 66

利息の支払額 △34,607 △77,915

法人税等の支払額 △852,655 △1,000,426

営業活動によるキャッシュ・フロー 392,985 784,657

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 △861,517 △308,118

無形固定資産の取得による支出 △5,475 △33,943

差入保証金の差入による支出 △152,687 △23,886

差入保証金の回収による収入 295 278

その他 △51 △424

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,019,435 △366,095

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 △177,246

リース債務の返済による支出 △4,780 △21,295

配当金の支払額 △498,294 △638,534

財務活動によるキャッシュ・フロー △593,798 △837,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,220,249 △418,514

現金及び現金同等物の期首残高 6,206,631 7,845,338

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,986,382 7,426,823



 該当事項はありません。  

   

[事業の種類別セグメント情報] 

 前第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。 

  

[所在地別セグメント情報] 

 前第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。 

  

[海外売上高] 

 前第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。 

  

[セグメント情報] 

１ 報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、高齢者向けに２種類の介護サービス事業及び給食等の周辺事業を営んでおり、当社及び当社の

連結子会社が各々独立した経営単位として、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社の報告セグメントは「アミーユ事業」、「Ｃアミーユ事業」、「給食事業」の３つを報告セグ

メントとしております。 

 「アミーユ事業」は、介護付有料老人ホーム等の運営を行っております。「Ｃアミーユ事業」は、高齢者専用賃

貸住宅等の運営に加え、入居者に対し、居宅介護支援及び訪問介護サービスを提供しております。「給食事業」

は、アミーユ及びＣアミーユの入居者等に食事サービスを提供しております。  

   

    ２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護用品販売事業及びＦＣ事

業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額2,953千円は、セグメント間取引消去2,953千円が含まれております。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

   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

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
調整額 
（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３）

アミーユ 
事業 

Ｃアミーユ 
事業 

給食事業 計 

営業収入                 

外部顧客への

売上高   
7,343,527 771,169 228,309 8,343,005 202,991 8,545,996 － 8,545,996

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － 701,668 701,668 109,098 810,767 △810,767 －

計 7,343,527 771,169 929,977 9,044,673 312,090 9,356,764 △810,767 8,545,996 

セグメント利益

又は損失（△） 
1,078,318 △149,927 181,720 1,110,111 87,470 1,197,582 2,953 1,200,536 



（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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