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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 1,440 1.2 359 22.3 279 17.1 150 9.0
22年3月期第2四半期 1,424 10.0 294 344.4 238 457.8 138 ―

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2四半期 7,224.84 ―
22年3月期第2四半期 6,630.87 ―

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2四半期 10,126 1,047 10.3 50,122.90
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2四半期  1,047百万円 22年3月期  896百万円

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   

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

通期 2,840 0.5 610 △2.7 510 △0.9 270 △17.7 12,923.61



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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） 

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。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 20,892株 22年3月期  20,892株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q 20,892株 22年3月期2Q 20,892株

※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 
 本資料に掲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．当四半期の業績等に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間（６ヶ月）におけるわが国経済は、一部で企業収益の改善が見られ、個人消費も持ち直し

つつありましたが、欧州経済の減速や急激な円高の進行等により先行き不透明な状況で推移しました。当社が事業

を展開する北海道内の景気も依然厳しい環境にあり、その中でも住宅・設備投資、個人消費で少し持ち直しの動き

を見せましたが、雇用環境および所得環境は厳しい状況が続きました。 

 当社が関わる高齢者住宅、介護の業界環境につきましては、未だ特定施設の開設規制がある中、要介護高齢者向

けの住宅需要は増加傾向を見せております。当期間における北海道内の有料老人ホーム開設は約20施設、そのうち

特定施設（介護付有料老人ホーム）は８施設で、住宅型有料老人ホームが半数以上を占めました。いずれもデフレ

景気や社会情勢、消費者意識を反映し、入居一時金不要、または低額に抑えた施設や月額家賃方式が主流となって

おります。また、介護サービスや医療機関との連携を特徴とするなど多様な高齢者専用賃貸住宅や高齢者用住宅も

増加しております。 

 このような環境の中、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、施設の特徴を

生かした営業の強化や介護と医療の連携体制の整備によるサービス強化の結果、当期間において札幌市内の介護付

有料老人ホーム５施設（全758室）合計で23室26名の新規入居を獲得して入居率90％以上を維持し、小樽市の適合

高齢者専用賃貸住宅ヴェラス・クオーレ小樽（地域密着型特定施設および特定施設（介護予防）の複合型、全59

室）は14室15名の新規入居があり期間中ほぼ満室を維持することができました。また、前年度に新規入居基準を要

介護者まで拡大したこと等により介護保険報酬が前年同期比9.4％増となりました。一方、当社は効率的な経営の

推進により売上原価および販売管理費の圧縮に取り組みました。 

 以上の結果、第２四半期累計期間における売上高は 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２四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 ％と前事業年度末に比べ 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２四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 百万円の資金収入（前年同期より 百万円減）となりました。その

主な要因は税引前四半期純利益の計上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 百万円の資金収入（前年同期より 百万円減）となりました。その

主な要因は投資有価証券の売却による収入であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 百万円の資金支出（前年同期より 百万円支出減）となりました。

その主な要因は短期借入金、長期借入金およびリース債務の返済による支出であります。  

  

（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．当四半期の業績等に関する定性的情報

1,440 1.2 359

22.3 279 17.1 150 9.0

10,126 207

1,047 10.3 1.6

68 26

59 21

4 26

90 71

２．その他の情報
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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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 153,465 179,513

営業未収入金 230,378 223,309

商品 275 265

その他 39,918 38,844

貸倒引当金 △2,195 △2,195

流動資産合計 421,841 439,736

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,485,726 6,616,800

土地 2,158,142 2,158,142

その他（純額） 888,648 925,851

有形固定資産合計 9,532,517 9,700,794

無形固定資産   

その他 40,324 48,719

無形固定資産合計 40,324 48,719

投資その他の資産   

その他 360,124 372,652

貸倒引当金 △228,500 △228,500

投資その他の資産合計 131,624 144,152

固定資産合計 9,704,466 9,893,666

資産合計 10,126,308 10,333,402

負債の部   

流動負債   

短期借入金 20,000 660,976

1年内返済予定の長期借入金 144,500 355,082

未払法人税等 134,000 113,000

入居金預り金 796,823 828,856

介護料預り金 79,417 80,715

賞与引当金 32,706 27,503

その他 316,841 301,490

流動負債合計 1,524,288 2,367,622

固定負債   

長期借入金 1,285,973 507,820

長期入居金預り金 4,783,576 5,044,622

長期介護料預り金 512,741 536,223

退職給付引当金 42,042 48,838

修繕引当金 230,999 215,733

役員退職慰労引当金 8,028 7,500
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 691,491 708,695

固定負債合計 7,554,852 7,069,433

負債合計 9,079,140 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 △205,537 △356,478

株主資本合計 1,047,056 896,114

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 111 231

評価・換算差額等合計 111 231

純資産合計 1,047,167 896,345

負債純資産合計 10,126,308 10,333,402
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,424,599 1,440,982

売上原価 985,651 951,432

売上総利益 438,947 489,550

販売費及び一般管理費 144,663 129,775

営業利益 294,284 359,774

営業外収益   

受取利息 413 489

受取配当金 12 12

受取手数料 3,852 3,710

受取賃貸料 5,718 711

保険解約返戻金 714 －

その他 8,830 5,966

営業外収益合計 19,540 10,889

営業外費用   

支払利息 55,347 50,315

支払手数料 － 10,075

長期前払費用償却 16,405 12,846

金利スワップ評価損 － 17,717

その他 3,158 －

営業外費用合計 74,911 90,955

経常利益 238,914 279,709

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 16,975 －

投資有価証券売却益 － 2,949

賞与引当金戻入額 7,058 2,548

特別利益合計 24,033 5,497

特別損失   

訴訟和解金 19,000 －

その他 353 －

特別損失合計 19,353 －

税引前四半期純利益 243,594 285,207

法人税、住民税及び事業税 84,555 129,762

過年度法人税等 7,750 10,139

法人税等調整額 12,756 △5,636

法人税等合計 105,062 134,265

四半期純利益 138,532 150,941
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 710,032 714,686

売上原価 492,233 483,062

売上総利益 217,799 231,624

販売費及び一般管理費 63,343 64,808

営業利益 154,455 166,815

営業外収益   

受取利息 84 274

受取手数料 2,036 883

受取賃貸料 2,218 445

保険解約返戻金 714 －

その他 6,087 2,319

営業外収益合計 11,140 3,923

営業外費用   

支払利息 29,267 22,753

支払手数料 － 10,075

長期前払費用償却 8,202 6,423

金利スワップ評価損 － 17,717

その他 3,057 －

営業外費用合計 40,527 56,969

経常利益 125,068 113,769

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 16,975 －

投資有価証券売却益 － 2,949

特別利益合計 16,975 2,949

特別損失   

その他 216 －

特別損失合計 216 －

税引前四半期純利益 141,827 116,718

法人税、住民税及び事業税 58,886 61,967

過年度法人税等 22 28

法人税等調整額 △1,716 △12,126

法人税等合計 57,192 49,869

四半期純利益 84,635 66,848
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 243,594 285,207

減価償却費 178,357 176,671

長期前払費用償却額 16,405 12,846

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,355 5,203

修繕引当金の増減額（△は減少） 15,265 15,265

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20,669 528

退職給付引当金の増減額（△は減少） 874 △6,796

受取利息及び受取配当金 △425 △501

支払利息 55,347 50,315

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,949

金利スワップ評価損益（△は益） － 17,717

有形固定資産除却損 137 －

売上債権の増減額（△は増加） △36,900 △7,069

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,320 136

仕入債務の増減額（△は減少） △5,938 －

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減
少）

△330,408 △317,858

未払金の増減額（△は減少） 6,708 18,523

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,961 △19,786

前受金の増減額（△は減少） △22,281 △13,747

その他 △1,414 11,296

小計 135,290 225,003

利息及び配当金の受取額 425 501

利息の支払額 △54,389 △48,319

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 107 △117,299

営業活動によるキャッシュ・フロー 81,434 59,885

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 △1,510 －

貸付けによる支出 － △150

貸付金の回収による収入 76 82

出資金の払込による支出 △5 －

投資有価証券の売却による収入 － 4,800

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,761 4,732
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 △573,100 △740,976

長期借入れによる収入 － 1,892,093

長期借入金の返済による支出 △17,700 △1,324,522

社債の償還による支出 △99,000 －

配当金の支払額 △5 △82

リース債務の返済による支出 △14,657 △15,206

割賦債務の返済による支出 △1,971 △1,971

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,335 △90,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50,139 △26,047

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 176,872 68,465
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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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