
  

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

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

   

３．平成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） 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  726  1.6  192  38.0  165  45.8  84  56.0

22年３月期第１四半期  714  9.1  139  467.6  113  －  53  －

  
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  4,025  13  －      

22年３月期第１四半期  2,579  80  －      

  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  10,222  980  9.6  46,925  08

22年３月期  10,333  896  8.7  42,903  78

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 980百万円 22年３月期 896百万円

  
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 －      0 00  0  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      0 00  0  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無  ： 有 ・無

  （％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）  1,410  △1.0  300  1.9  240  0.5  130  △6.2  6,222  48

通期  2,840  0.5  610  △2.7  510  △0.9  270  △17.7  12,923  61

（注）当四半期における業績予想の修正有無  ： 有 ・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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、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せん。 

  

※  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

の前提となる条件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、［添付資料］Ｐ．２「１．当四半期

の業績等の関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更： 有 ・無

② ①以外の変更              ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 20,892株 22年３月期 20,892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 20,892株 22年３月期１Ｑ 20,892株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、輸出や生産は増加の動きがみられ、個人消費も各種対策の効果により持ち

直しつつありましたが、欧州の財政問題の影響などの懸念材料や円高の加速により株安傾向が強まるなど、先行き

不透明な状況で推移しました。当社が事業展開する北海道内の経済は、厳しさを残しつつも、住宅投資、個人消費

で持ち直しの動きを見せ、企業による設備投資は増加傾向にあり、雇用・所得環境は厳しい状況の中でもやや改善

が見られました。 

 当社の事業環境につきましては、特定施設の開設規制が続く中、要介護高齢者向けの住宅需要は高まりを見せて

おります。第１四半期における北海道内の有料老人ホーム開設は約10施設、そのうち特定施設（介護付有料老人ホ

ーム）は半数、他は住宅型有料老人ホームでした。また、介護サービスや医療機関と連携をとった高齢者専用賃貸

住宅等の高齢者向け住宅も増加しております。いずれも、景気や社会情勢、消費者意識を反映し、入居一時金不

要、または低額に押さえた施設や月額家賃方式が主流となりつつあります。 

 当社の有料老人ホームは比較的高額な入居一時金方式を取っておりますが、家賃併用方式の採用や、介護と医療

の連携体制を整備してサービスを強化し、介護付有料老人ホーム５施設および適合高齢者専用賃貸住宅１棟の空室

販売を推進した結果、有料老人ホーム光ハイツ・ヴェラス５棟合計で13室16名、適合高齢者専用賃貸住宅ヴェラ

ス・クオーレ小樽（２・３階が地域密着型特定施設、４－６階が特定施設（介護予防））で９室９名の新規ご入居

を獲得したのに加え、介護保険報酬が前年同期比 ％増となりました。一方で、引き続き売上原価および販売管

理費の圧縮にも全社をあげて取り組みました。 

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

％増）、経常利益 百万円（前年同期比 ％増）、四半期純利益 百万円（前年同期比 ％増）となり

ました。  

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 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 百万円となり、自己資本比率は ％と当四半期において 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 百万円となり、前事業年度末と比較して 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 百万円の資金支出となりました。その主な要因は法人税等の支払に

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 百万円（122千円）の資金支出となりました。その主な要因は貸付け

による支出であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 百万円の資金収入となりました。その主な要因は短期借入れによる

収入であります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月14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）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

２．特有の会計処理 

該当事項はありません。  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 153,664 179,513

営業未収入金 240,408 223,309

商品 317 265

その他 28,891 38,844

貸倒引当金 △2,195 △2,195

流動資産合計 421,085 439,736

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,551,263 6,616,800

土地 2,158,142 2,158,142

その他（純額） 907,200 925,851

有形固定資産合計 9,616,606 9,700,794

無形固定資産   

その他 44,521 48,719

無形固定資産合計 44,521 48,719

投資その他の資産   

その他 368,859 372,652

貸倒引当金 △228,500 △228,500

投資その他の資産合計 140,359 144,152

固定資産合計 9,801,487 9,893,666

資産合計 10,222,573 10,333,402

負債の部   

流動負債   

短期借入金 711,606 660,976

1年内返済予定の長期借入金 336,677 355,082

未払法人税等 70,000 113,000

入居金預り金 824,422 828,856

介護料預り金 81,772 80,715

賞与引当金 16,942 27,503

その他 222,233 301,490

流動負債合計 2,263,655 2,367,622

固定負債   

長期借入金 495,640 507,820

長期入居金預り金 4,971,091 5,044,622

長期介護料預り金 535,128 536,223

退職給付引当金 45,686 48,838

修繕引当金 223,366 215,733

役員退職慰労引当金 7,837 7,500
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

その他 699,808 708,695

固定負債合計 6,978,559 7,069,433

負債合計 9,242,214 9,437,056

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 △272,385 △356,478

株主資本合計 980,207 896,114

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 150 231

評価・換算差額等合計 150 231

純資産合計 980,358 896,345

負債純資産合計 10,222,573 10,333,402
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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

売上高 714,566 726,296

売上原価 493,417 468,370

売上総利益 221,148 257,926

販売費及び一般管理費 81,319 64,967

営業利益 139,829 192,959

営業外収益   

受取利息 329 214

受取配当金 12 12

受取手数料 1,815 2,826

受取賃貸料 3,500 265

その他 2,742 3,647

営業外収益合計 8,400 6,966

営業外費用   

支払利息 26,080 27,562

長期前払費用償却 8,202 6,423

その他 101 －

営業外費用合計 34,383 33,985

経常利益 113,845 165,940

特別利益   

賞与引当金戻入額 7,058 2,548

特別利益合計 7,058 2,548

特別損失   

訴訟和解金 19,000 －

その他 137 －

特別損失合計 19,137 －

税引前四半期純利益 101,767 168,489

法人税、住民税及び事業税 25,669 67,794

過年度法人税等 7,727 10,111

法人税等調整額 14,472 6,490

法人税等合計 47,870 84,395

四半期純利益 53,897 84,093
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 101,767 168,489

減価償却費 89,398 88,385

長期前払費用償却額 8,202 6,423

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,140 △10,560

修繕引当金の増減額（△は減少） 7,632 7,632

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,114 337

退職給付引当金の増減額（△は減少） △733 △3,152

受取利息及び受取配当金 △341 △226

支払利息 26,080 27,562

有形固定資産除却損 137 －

売上債権の増減額（△は増加） △30,451 △17,099

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,236 11

仕入債務の増減額（△は減少） △1,885 －

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減
少）

△112,008 △78,001

未払金の増減額（△は減少） △30,441 △37,306

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,000 △19,750

前受金の増減額（△は減少） △6,680 △36,797

その他 16,784 12,591

小計 63,672 108,538

利息及び配当金の受取額 341 226

利息の支払額 △25,063 △28,713

法人税等の支払額 △6,714 △117,275

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,235 △37,224

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 △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 △1,270 －

貸付けによる支出 － △150

貸付金の回収による収入 58 28

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,988 △122

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 544,100 100,000

短期借入金の返済による支出 △519,100 △49,370

長期借入金の返済による支出 △8,850 △30,585

社債の償還による支出 △99,000 －

配当金の支払額 △5 －

リース債務の返済による支出 △5,660 △7,561

割賦債務の返済による支出 △985 △985

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,501 11,497
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（単位：千円）

前第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) 

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

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,278 △25,848

現金及び現金同等物の期首残高 227,012 94,513

現金及び現金同等物の四半期末残高 200,733 68,664
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 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
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