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

23年3月期第3四半期 26,308 11.2 4,139 18.4 4,355 24.6 2,083 8.1
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

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3四半期 10,378.46 ―

22年3月期第3四半期 9,597.72 ―

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3四半期 36,673 18,118 49.2 89,847.82
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3四半期  18,041百万円 22年3月期  16,643百万円

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 ― 3,400.00 3,400.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

4,000.00 4,000.00

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） 
（％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  
 

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 35,000 9.6 5,300 14.3 5,400 14.4 2,700 1.6 13,446.21



(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 

（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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―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3Q 200,800株 22年3月期3Q 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績が改善する中で設備投資が持ち直し傾向にある

等、緩やかな回復基調で推移していますが、デフレ・円高の長期化や株安に加え、依然厳しい雇用情勢や個人消費

の伸び悩み等により、国内景気の先行きに対する不透明感が残る状況となりました。  

 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み、要介護者が増加の一途を辿る中、平成24年

４月に予定されている介護保険制度改正において、在宅介護サービスの拡充に重点が置かれるようになりました

が、逼迫した介護保険財政への打開策については引続き議論がなされております。改定の内容によっては当社の事

業に影響を与える可能性もありますので、引き続き動向を注意深く見守る必要があります。また、慢性的な人材不

足を補うために介護職員の処遇改善交付金が継続して支給されることとなりましたが、成長し続ける市場に対し、

安定的な労働力の供給も今後の課題となっております。一方、高齢者専用賃貸住宅（以下、「高専賃」という。）

においても、所管官庁の推進・支援活動や関係団体の認知活動等により、知名度は上がっており、高齢者が自立し

た生活を送る場として、徐々に選ばれるようになってきました。 

 このような状況のもと、当社においては、主力事業である介護付き老人ホーム事業（アミーユ事業）は引続き高

い評価をいただき、高い入居率を維持して、安定した運営が行われております。一方、サービス付高齢者専用賃貸

住宅事業（Ｃアミーユ事業）においても、当社の高専賃の入居率も順調に上昇しており、既存物件においては安定

した収益を出せるようになってきました。今後、当社は多様化するニーズに迅速に対応するとともに、適正な価格

で、かつより質の高いサービスを提供していくため、アミーユ事業及びＣアミーユ事業の両事業とも現状に甘んじ

ず進化、発展させていくよう取り組んでおります。  

 当第３四半期連結累計期間において、「アミーユ」は計２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、

「Ｃアミーユ」は計１件を開設し、当第３四半期連結累計期間末の「Ｃアミーユ」の件数は合計19件、総入居定員

1,808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26,308百万円（前年同四半期比11.2％増）、営業利益は

4,139百万円（同18.4％増）、経常利益は4,355百万円（同24.6％増）、四半期純利益は2,083百万円（同8.1％増）

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３四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22,290百万円、セグメント利益は3,498百万円となりました。 

 ② Ｃアミーユ事業 

 当第３四半期連結累計期間において、関西地区に１件の「Ｃアミーユ」を新たに開設したこと、既存物件の

入居率が向上したことにより、営業収入は2,636百万円となりました。また、損益分岐点に達した物件の増加

等により、累計のセグメント損失が縮小し、セグメント損失は243百万円となりました。 

 ③ 給食事業 

 当第３四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738百万

円、セグメント利益は613百万円となりました。 

 ④ その他 

 当第３四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642百万円、セグ

ント利益は255百万円となりました。 

  

（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３四半期末における総資産は、主として現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末比1,047百万円増

の36,673百万円となりました。 

 負債につきましては、主として長期借入金の返済が進んだこと等により、483百万円減の18,555百万円となりま

した。 

 純資産は1,531百万円増の18,118百万円となり、自己資本比率は49.2％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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751百万

円増加し、当第３四半期末残高は8,597百万円（前年同四半期末比40.6％増）となりました。 

 当第３四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。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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3,024百万円（前年同四半期比43.1％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4,005百万円（同15.7％増）になったこと及び減価償却費が921百万円（同37.5％増）となったこ

と等により資金を得た一方で、法人税等の支払により2,139百万円（同23.3％増）使用したこと及び売上債権が389

百万円（同27.8％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993百万円（同66.6％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859百万円（同69.4％減）使用したこと及び差入保証金の払込により92百万円（同61.6％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1,279百万円（前年同四半期は764百万円の獲得）となりました。これは主に長期

借入金の返済に531百万円（前年同四半期比52.9％増）支出したこと及び配当金の支払に682百万円（同21.6％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。 

  

（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 

 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20,570千円減少し、税金等調整前四半期純

利益は、80,686千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 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、第３四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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,697,271 7,945,338

営業未収入金 4,699,981 4,311,595

原材料及び貯蔵品 24,985 12,337

前払費用 568,240 534,256

その他 533,214 544,389

貸倒引当金 △7,751 △8,381

流動資産合計 14,515,940 13,339,534

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,710,014 10,674,575

車両運搬具（純額） 45,621 46,086

工具、器具及び備品（純額） 235,462 269,201

土地 1,610,092 1,610,092

リース資産（純額） 3,341,119 3,382,710

建設仮勘定 39,666 835,819

有形固定資産合計 16,981,976 16,818,485

無形固定資産   

のれん 163,392 189,597

その他 386,815 361,619

無形固定資産合計 550,208 551,217

投資その他の資産   

差入保証金 3,857,155 4,153,163

その他 782,903 775,676

貸倒引当金 △14,522 △12,243

投資その他の資産合計 4,625,535 4,916,596

固定資産合計 22,157,720 22,286,299

資産合計 36,673,661 35,625,834



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 402,172 362,397

短期借入金 708,984 708,984

未払金 1,698,113 1,203,708

未払法人税等 660,908 1,053,090

賞与引当金 230,919 523,005

その他 1,679,404 1,866,309

流動負債合計 5,380,502 5,717,496

固定負債   

長期借入金 8,936,225 9,467,963

リース債務 3,319,008 3,386,533

退職給付引当金 51,810 41,985

役員退職慰労引当金 55,610 48,213

資産除去債務 544,047 －

その他 267,966 376,426

固定負債合計 13,174,669 13,321,122

負債合計 18,555,172 19,038,618

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 9,956,634 8,555,358

株主資本合計 18,049,304 16,648,028

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,860 △4,811

評価・換算差額等合計 △7,860 △4,811

少数株主持分 77,046 △56,002

純資産合計 18,118,489 16,587,215

負債純資産合計 36,673,661 35,625,834



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業収入 23,667,530 26,308,638

営業原価 16,884,549 18,658,436

営業総利益 6,782,980 7,650,201

販売費及び一般管理費 3,286,550 3,510,516

営業利益 3,496,429 4,139,685

営業外収益   

受取利息 29,316 25,482

受取手数料 11,480 5,400

持分法による投資利益 1,066 385

助成金収入 128,441 413,554

その他 3,173 4,891

営業外収益合計 173,477 449,713

営業外費用   

支払利息 173,291 231,391

その他 66 2,112

営業外費用合計 173,357 233,503

経常利益 3,496,549 4,355,896

特別利益   

固定資産売却益 － 519

特別利益合計 － 519

特別損失   

固定資産除却損 668 1,367

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 34,016 350,834

税金等調整前四半期純利益 3,462,533 4,005,581

法人税、住民税及び事業税 1,352,464 1,788,536

法人税等合計 1,352,464 1,788,536

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,217,044

少数株主利益 182,846 133,048

四半期純利益 1,927,222 2,083,995



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 3,462,533 4,005,581

減価償却費 669,875 921,074

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） △2,090 1,649

賞与引当金の増減額（△は減少） △233,273 △292,085

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,308 9,824

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,212 7,397

持分法による投資損益（△は益） △1,066 △385

受取利息及び受取配当金 △29,854 △25,848

支払利息 173,291 231,391

固定資産除却損 668 1,367

売上債権の増減額（△は増加） △539,541 △389,413

前払費用の増減額（△は増加） △31,807 △33,692

その他の流動資産の増減額（△は増加） △62,476 △10,530

仕入債務の増減額（△は減少） 52,681 39,774

未払金の増減額（△は減少） 409,687 494,085

その他の流動負債の増減額（△は減少） 211,303 119,962

預り保証金の増減額（△は減少） △172,374 △108,460

その他 76,107 73,670

小計 4,022,185 5,394,829

利息及び配当金の受取額 4,458 1,092

利息の支払額 △177,980 △231,681

法人税等の支払額 △1,735,170 △2,139,941

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,113,494 3,024,298

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 △2,807,742 △859,414

無形固定資産の取得による支出 △23,330 △57,987

差入保証金の差入による支出 △241,195 △92,591

差入保証金の回収による収入 2,819 6,161

投資有価証券の取得による支出 △499 △340

投資有価証券の売却による収入 － 10,411

その他 △458 458

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,970,406 △993,303

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 1,730,000 －

長期借入金の返済による支出 △347,709 △531,738

リース債務の返済による支出 △56,432 △64,582

配当金の支払額 △561,275 △682,740

財務活動によるキャッシュ・フロー 764,583 △1,279,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △92,329 751,933

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 6,114,302 8,597,271



 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。 

  

[所在地別セグメント情報] 

 前第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。 

  

[海外売上高] 

 前第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。 

  

[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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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．セグメント利益又は損失の調整額14,774千円は、セグメント間取引消去14,774千円が含まれて

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。  

  

（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   

22,290,583 2,636,884 738,460 25,665,927 642,711 26,308,638 － 26,308,638

セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

－ － 2,123,889 2,123,889 355,248 2,479,138 △2,479,138 －

計 22,290,583 2,636,884 2,862,350 27,789,817 997,959 28,787,777 △2,479,138 26,308,638

セグメント

利益又は損

失（△） 

3,498,899 △243,593 613,992 3,869,298 255,612 4,124,910 14,774 4,139,685



  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。 

  

（追加情報） 

 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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