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1.  平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 2,874 1.7 736 17.4 610 18.7 322 △1.8
22年3月期 2,825 7.9 626 226.9 514 233.9 327 ―

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 ％ ％ ％

23年3月期 15,414.81 ― 30.5 5.8 25.6
22年3月期 15,695.81 ― 44.7 4.9 22.2

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 10,629 1,218 11.5 58,315.38
22年3月期 10,333 896 8.7 42,903.78

（参考） 自己資本   23年3月期  1,218百万円 22年3月期  896百万円

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

23年3月期 107 △586 470 86
22年3月期 89 29 △251 94

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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) 1,500 4.1 330 △8.3 250 △10.6 140 △7.2 6,701.13
通期 3,060 6.4 670 △9.0 540 △11.6 300 △6.8 14,359.56



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(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  ： 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 20,892 株 22年3月期 20,892 株
② 期末自己株式数 23年3月期 ― 株 22年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 20,892 株 22年3月期 20,892 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、２ペー
ジ「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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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、景気の足踏み状態が持続するとともに、円高基調の定着や景気対策効果の一巡

などにより、先行き不透明な状況で推移しました。加えて、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による巨額の

経済的損失に伴い、日本全体の経済への影響が懸念される状況となりました。当社が事業展開する北海道内の景気も

公共投資、設備投資や雇用環境の持ち直しが見られる一方、個人消費や住宅投資が年度末に発生した大震災の影響か

ら停滞が見られました。 

 当社の事業領域であります高齢者向け住宅、介護事業業界におきましては、政府、厚生労働省による平成24年度の

介護保険法及び介護保険報酬改定に向けての検討が行われておりますが、厳しい財政事情に加え震災復興の財源問題

もあり、先行きは不透明であります。また、新たに国土交通省、厚生労働省により高齢者住まい法改正案が審議さ

れ、サービス付き高齢者向け住宅創設の運びとなりました。道内におきましても、要介護高齢者向け住宅の需要は増

加傾向にあり、市場の成長を見越して新規参入も増加し、業界競争も次第に高まりつつあります。 

 このような状況のもと、当社は、既存の介護付有料老人ホーム光ハイツ・ヴェラス５施設、適合高齢者専用賃貸住

宅1施設（ヴェラス・クオーレ小樽）において、各施設の特徴を生かしつつ、新規入居契約の獲得に全社をあげて取

り組みました。また、札幌市西区にある開設５年目の介護付有料老人ホーム1棟（59室）を事業譲受し、平成23年３

月１日よりヴェラス・クオーレ山の手として全ご入居者を引き継ぎ、運営を開始いたしました。 

 当社は平成21年３月期において施設および貸付金の減損損失を計上した後、事業運営および財務内容強化のため、

前事業年度より継続して業務提携に基づく事業再生に鋭意取り組んで参りました。収益面としましては、介護保険認

定者数が前事業年度比22.3％増となり、介護保険特定施設の収入が前事業年度比8.51％増となりました。また、効率

的な経営の推進により販売管理費の圧縮に取り組み、前事業年度比10.6％減となりました。 

 以上の結果、当事業年度における売上高は2,874 百万円（前事業年度比1.74％増）となり、営業利益736百万円

（同17.43％増）、経常利益610百万円（同18.69％増）、当期純利益322百万円（同1.79％減）となりました。 

（次期の見通し） 

 当事業年度においても再生計画を前年度の進捗に加え一歩進めることができました。当社は、引き続き既存施設の

新規ご入居者の獲得を図り、次事業年度には全施設平均入居率90％超を維持してまいる計画であります。また、全施

設において要介護認定者の新規入居を促進し、介護保険売上の増収を見込んでおります。引き続き人件費を抑制しつ

つ、諸経費を当事業年度水準に維持する計画です。これらにより、再生計画の目標であります繰越利益剰余金の黒字

化に向けて更に前進する計画です。 

 以上により、次事業年度の通期業績予想は、売上高3,060百万円、営業利益670百万円、経常利益540百万円、当期

純利益300百万円を見込んでおります。 

  

(2) 財政状態に関する分析 

   ① 資産、負債及び純資産の状況 

  当事業年度末の資産につきましては、総資産が前事業年度末に比べ295百万円増加の10,629百万円（前事業年度

比2.86％増）となりました。 

 流動資産は、前事業年度末に比べ26百万円増加の466百万円（同6.13％増）となりました。その主な要因は営業

未収入金の増加によるものであります。また、固定資産は、前事業年度末に比べ268百万円増加の10,162百万円

（同2.72％増）となりました。その主な要因は建物および土地の増加によるものであります。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ26百万円減少の9,411百万円（同0.28％減）となりました。 

 流動負債は、前事業年度末に比べ611百万円減少の1,756百万円（同25.83％減）となりました。その主な要因は

短期借入金および一年以内返済予定の長期借入金の減少によるものです。また、固定負債は、前事業年度末に比

べ585百万円増加の7,654百万円（同8.28％増）となりました。その主な要因は長期借入金の増加によるものであ

ります。 

 純資産につきましては、前事業年度末と比べ321百万円増加の1,218百万円（同35.92％増）となりました。その

主な要因は繰越利益剰余金の増加によるものであります。 

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。）は86百万円（前事業年度比8.04％減）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） 

 当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは107百万円（同20.35％増）の資金収入となりまし

た。その主な要因は税引前当期純利益の計上によるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは586百万円（前事業年度より615百万円の支出）の資

金支出となりました。その主な要因は有形固定資産の取得によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは470百万円（前事業年度より722百万円の収入）の資

金収入となりました。その主な要因は長期借入金による収入であります。   

 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。 

     自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

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

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

     （注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

      (注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。利払いにつきましては、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。 

     (注３）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い 

         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、株主に対する公正な利益還元を経営上重要な課題として位置付け、業績の向上に努めると共に、経営基盤

および財務体質の強化ならびに将来の事業拡大に備えた内部留保の充実も勘案しつつ、株主への安定した配当と配当

水準の向上に努めることを基本方針としております。 

 また、内部留保資金の使途につきましては、経営体質・財務基盤の強化と今後の事業展開への備えに役立てて行く

方針であります。 

 当期は前期に続き事業再生に努力した結果、所定の利益を確保いたしましたが、繰越損失は未だ解消しておりませ

ん。当社は、ここしばらく財務基盤の強化をはかり、繰越損益の黒字化を目指して参りたいと考えておりますため、

期末配当につきましては、前期同様誠に遺憾ではございますが無配とさせていただく予定です。また、今後につきま

してはできるだけ早期の復配を目指していく所存であります。                  

(4) 事業等のリスク 

  以下において、当社事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た、当社として必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断上および当社の事業活動を理解

する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社

は、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、

本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があ

ります。 

 なお、文中における将来に係る事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

① 当社の事業内容について 

 ・収益構造について 

 当社のような終身利用を保証した有料老人ホーム事業では、入居契約時に入居一時金および介護等一時金を受領

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％）         10.1      5.2           8.7      11.5

時価ベースの自己資本比率（％）  11.7  2.0  7.7  8.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  2,865.7  79,505.9  1,706.7  1,883.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）      1.3      0.0  0.8  1.3
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いたします。この利用権方式による入居一時金および介護等一時金は、入居契約書に従い、入居時に一定割合を収

益計上し、残額を返還する期間の定めに応じて収益計上しております。当事業年度末現在、入居時償却率は５％～

15％、一般棟の返還対象期間は７年～15年、介護専用棟の返還対象期間は３年～７年となっております。 

  収益構造としては、入居一時金により営業活動によるキャッシュ・フローは増加しますが、売上は一時金収入の

 全てを一括して計上するのではなく、分割して売上高に計上していく構造となっております。  

  従って、入居者が退去する際には未償却金額部分に関して返還義務が発生するため、入居者の大量退去が発生し

 た場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 ・有利子負債を除く負債比率が高いことについて 

  当社の主たる収入源である入居一時金は、入居時に一括して貸借対照表の負債に入居金預り金、介護料預り金、

 長期入居金預り金、長期介護料預り金として計上されるため、負債比率が高くなる要因となっております。入居一

 時金による利用権契約形態をとっている有料老人ホームにとっては、一般的な財務構造であり、社団法人全国有料

 老人ホーム協会の「有料老人ホーム会計・税務ハンドブック」による会計処理によるものであります。 

  当社の当事業年度末における総資産に占める上記に示した４項目の合計比率は55.7％となっております。当社が

 新規施設をオープンし、入居者数が急拡大する際は、この比率が増加する傾向にあり、相対的に自己資本比率の低

 下につながっております。 

  当社は、今後有料老人ホーム業界の動向を考慮しながら、新規施設に関しては入居一時金に依存しない事業展開

 も検討していく方針であり、このことが当社の財政状況の向上に寄与するものと考えておりますが、当社が想定す

 る効果を得られない場合には、自己資本比率が低下し、当社の財政状況に影響を与える可能性があります。 

② 法的規制その他について 

 ・介護保険法による規制について 

 当社施設の入居者に対して提供する介護サービスは、介護保険法上の特定施設入居者生活介護に該当するため、

介護保険報酬および配置基準、ならびに人員基準等の見直しが、当社の業績に影響を及ぼすことがあります。介護

保険法は５年に一度全面的に見直しがされ、３年に一度介護保険報酬が改訂されることになっております。 

  当社の事業である有料老人ホーム事業は、介護保険特定施設入居者生活介護サービスの提供もその主要な内容で

あり、当事業年度において全売上に占める介護保険報酬の売上比率は31.4％となっております。そのため、介護保

険制度の今後の見直し等により、当社の事業採算性等に影響を受ける可能性があります。 

 介護保険法およびそれに基づく政省令等においては、利用者の保護という観点から、事業者の利用者に対する行

為について詳細に規定され、特定施設入居者生活介護事業者としてこれらの規定に従って事業を行うことが法令上

求められており、当社の事業活動は一般的な事業会社よりも相対的に強い制約を受けている事から、これら法律並

びに政省令の変更如何では当社の事業の順調な発展が妨げられるおそれがあります。 

・その他の法令等による規制等について 

 当社は、施設に関して老人福祉法、消防法、地方自治体による有料老人ホーム設置運営指導指針による規制等を

受け、施設の設備基準の充足等の法令遵守を求められている他、公正取引委員会が運用する不当景品類及び不当表

示防止法の遵守も求められております。このため、諸事情によりこれらの法的規制等に抵触した場合には、開設計

画の遅れや既存施設の改修費用等の発生、当社に対する信用の失墜等による入居率の低下等が想定され、当社の業

績に影響を与える可能性があります。 

③ 顧客情報管理について 

  当社は、施設入居者等についての多くの個人情報を保有しております。当社では、これらの個人情報の取扱いに

 際し、個人情報の管理に関する規程等を整備し、運用の徹底を図ることにより、個人情報が漏洩することのないよ

 う留意しております。不測の事態により個人情報の管理に問題が発生した場合は、当社の信用が低下し、入居率の

 低下を招いたり、損害賠償請求が提訴される等、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

④ 競合関係等によるリスク 

  当社の運営する有料老人ホームは、健常時から要介護時までの安心を提供する老人ホームであり、介護専用型の

有料老人ホームとは施設コンセプトならびにターゲットとする顧客層が違っていると考えております。しかしなが

ら、低価格の入居一時金の介護専用型有料老人ホーム、グループホーム、ケアハウス、高齢者向け賃貸住宅等の急

成長、景気の動向および年金制度に対する不安によって消費者の安値志向等が顕著となった場合には、当社のよう

に施設のグレードやサービスの高さを特徴とした、入居一時金が比較的高額な有料老人ホームは入居率の低下を招

く可能性があります。 

  また、当社は介護棟を併設することによって、入居者に対して要介護時の安心を提供しており、これが当社の高

入居率の理由の一つであると考えております。しかしながら、今後医療法人が運営する医療機関併設型の利便性・
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安心感を訴求した有料老人ホームの出現や、異業種事業会社の有料老人ホーム事業への新規参入等によって、当社

の入居者に提供するサービスが顧客からの支持を得られなくなった場合には、当社施設の入居率が低下し、当社の

業績に影響を与える可能性があります。 

   

⑤ 減損会計について 

 当社は、減損会計を適用しておりますが、今後、経営環境の変化等により減損処理が必要となった場合は、当社

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 金利変動による影響について 

  当社は、施設の建設資金等を主として金融機関からの借入により調達しており、総資産に占める有利子負債の構

成比は、平成21年３月期23.0％、平成22年３月期14.8％、平成23年３月期19.1％であります。有利子負債への依存

度は高い水準ではないと判断しておりますが、今後、大規模修繕費用等の新規借入に際して、借入金利水準が上昇

した場合には、支払金利が増加し、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。   

⑦ 自然災害や感染症の流行について 

 当社の事業は、高齢者に対するサービスであることから、地震、台風、大雨、大雪などの災害時やインフルエン

ザ等の感染症流行時のサービスの提供方法や施設内の安全衛生には万全を期し、規程、マニュアル等も整備し、細

心の注意を払っております。しかしながら、大災害の発生や当施設内において多数の入居者の急な体調の悪化、感

染症の集団発生やその他何らかの事故等が発生した場合には、当社の信用が低下し、入居率の低下を招いたり、多

額の返還金債務や和解金の支払い等のための費用が発生することにより、当社の業績に影響を与える可能性があり

ます。 

⑧ 優秀な人材の確保及び育成について 

 有料老人ホーム事業は人材の流動性が高い業態であると一般的に言われております。当社では、研修制度の充

実、社外研修支援体制、資格取得のサポートなどにより人材育成に積極的に取り組んでおります。しかしながら、

介護労働における優秀な人材の確保は大変厳しい状況が続いており、新規施設開設を中心とした当社の事業規模の

拡大による人材確保需要を充たさない場合には、当社の成長を阻む要因となる可能性があります。  

⑨ 筆頭株主との関係について 

 藤井伸一氏（以下、「同氏」といいます。）は、平成21年３月30日に第三者割当増資により当社の議決権の

51.46％を保有する主要株主である筆頭株主となり、現在は64.93％を保有しております。当社は、同氏の協力を得

て、当社の事業基盤を強化し、安定確実な事業戦略を展開していく方針であり、今後も同氏との良好な協力関係が

継続されるものと期待しておりますが、同氏の方針によって資本関係や事業上の関係に変化が生じた場合には、当

社の事業に対して影響を与える可能性があります。 
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 当社は、北海道において有料老人ホームおよび高齢者専用賃貸住宅の設置、運営、管理を主たる業務として展開して

おります。現在、札幌市内に有料老人ホームを６施設、小樽市内に高齢者専用賃貸住宅を１施設展開しております。 

   当社の事業系統図を図示すると次のとおりとなります。 

 
  

（関係会社の状況） 

  該当事項はありません。   

２．企業集団の状況
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(1) 会社の経営の基本方針 

  当社は、北海道の有料老人ホーム業界におけるリーディングカンパニーとして、「人生100年の理想郷」の実現を

事業理念とし、ご高齢者が快適にあたたかく、終生お住まいいただける住宅をご提供し、地域の高齢社会に貢献しま

す。そのため、内部統制を強化推進するとともに、健全な財務体質に改善し、全てのステークホルダーからの信頼を

回復するため、最大の企業努力を行います。既存施設の高入居率を維持し、ご入居者とともに施設の円滑な運営を行

うことを事業の要とします。また、施設における介護技術の研修等を強化し、認知症ケア等専門性の質の向上を図り

ます。新規事業は当社の経営資源を最大限有効活用し、事業性を充分に判断した上で着手します。新規事業は高齢者

のニーズの変化に対応し、ご入居者の安心のため、その全ての施設で生活支援・食事・介護サービス等を提供しま

す。  

   

(2) 目標とする経営指標 

 当社は、平成21年３月期にて多額の純損失を計上し、そのため策定いたしました「再生計画」を前事業年度に引き

続き、当事業年度においても鋭意推進した結果、新規入居をほぼ計画通り獲得して総居室数817室（有料老人ホーム

５施設および高齢者専用賃貸住宅１施設の合計）の約90％の入居率を維持し、介護保険売上の増加や経費の効率化に

より、増収増益を実現いたしました。また、当事業年度末には平成23年３月1日付で介護付有料老人ホーム１棟（59

室）を事業譲受し、当社新施設として運営開始しました。次事業年度以降は、土地・建物賃貸借方式により介護・医

療連携サービスを強化した住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の新規開設を目指しながら、資金

の内部留保に努め、財務基盤の強化安定による経営体質の改善を更に図ってまいります。  

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

・事業計画                                               

1. 既存施設空室の新規入居促進に全社を挙げて取り組み、通期で全施設平均90％以上の入居率を維持します。 

2. 介護サービス付き高齢者向け賃貸住宅を「ヴェラス・クオーレ」シリーズとして札幌圏内に展開してまいりま

す。 

3. 特定施設枠が認められる場合は介護付、それ以外は住宅型で、介護サービスが備わった有料老人ホーム「光ハイ

ツ・ヴェラス」シリーズを札幌圏内で展開してまいります。 

4．医療機関との協力を強化し、より医療体制の整った施設運営により、安心と安全の強化された体制をつくりま

す。 

5．認知症対応のプロジェクトを推進し、研修活動を強化し、専門知識のある人材を育成するなど、認知症対策を強

化します。 

・収益改善計画  

1. 新規入居促進：市場変化に対応した営業戦略により、顧客ターゲットの裾野を拡げ新規入居の促進を図ります。 

2. 月額家賃方式採用：多様な長期的な安定収益確保のため、現在の入居一時金方式の他に月額家賃方式等を採用 

  します。 

3. キャッシュフロー改善：新規事業においては、土地・建物賃貸借方式を基本とすることにより、初期投資額を軽 

  減し、キャッシュフローを改善します。 

4. 経費の見直し：運営経費の全面的な見直しにより、経費削減に全社的に取り組みます。 

   

(4）会社の対処すべき課題  

①経営の健全性の確保 

 当社の事業再生の達成目標として、繰越利益剰余金の黒字化があります。平成21年3月期に1,072百万円の赤字を

計上して以来その解消に努め、当事業年度末には422百万円の赤字まで削減いたしました。当社は、その赤字解消

を最大の課題と位置づけ、次年事業年度以降も増収増益を維持し、収益の改善に努めて参ります。  

②介護保険法の改正が及ぼす企業収益の減少    

 介護保険財政の逼迫を理由として、３年に一度実施される介護保険法の改正時には、介護保険利用者の自己負担

部分の引き上げや特定施設の介護報酬の引き下げが生じる可能性があり、当社は介護保険収入減に備えた準備をす

る必要があります。当社は、対応策としまして、現在実施している介護サービスの質を落とさず、職員の配置効率

を向上することが課題と考え、介護保険報酬減額の影響の極小化を図って参ります。 

③競争激化する有料老人ホーム業界における優位差別性の確保    

 業界では、今後もさらに新規施設の開設が進み、多種多様な入居システムのホームおよび高齢者向け賃貸住宅が

増えることにより、競争激化は進むものと思われます。入居金、月額費用などの入居条件並びに入居後のサービス

３．経営方針
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提供の質が高入居率確保の鍵となります。当社は、株式会社かわぞえとの業務提携の推進等により、医療との連携

を強化した介護サービスの提供を基盤とし、ご入居者への質の高いサービス提供することが当社の優位性を高める

ものと考えております。当社は複数のビジネスモデルを展開して入居検討者の選択肢の幅を広げ、優位差別化を目

指してまいります。 

④自治体による介護付有料老人ホームの開設規制 

  多くの自治体は、介護保険財政の悪化により、特定施設入居者生活介護の開設数に規制を設けており、介護付有

料老人ホームの開設が制約を受け厳しい状況です。当社の今後の新規開設においては、医療機関、介護予防関連、

介護の外部サービス等を取り入れた複合型の住宅型有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅を開設する

ことにより、法改正による開設規制をクリアできる事業展開が可能であり、ご入居者に安心を提供できるサービス

が可能となると考えております。 

⑤コンプライアンス体制の強化 

 法令遵守の徹底強化を推進するため、コンプライアンス委員会を設置し、役職員の行動規範を制定しておりま

す。企業価値向上を目指すために、企業倫理、コンプライアンスについて全役職員が共通の認識を持ち、公正な判

断と適正な行動を可能とするシステムを整備しており、透明性の高い管理体制を確保しております。 

 また、未然に不正などを防止する体制として、内部通報制度をさらに精度を高め全社体制を構築し、行動規範の

遵守を徹底することにより、不正行為などの防止を図っています。コンプライアンスの推進やその実施状況の確認

は、コンプライアンス委員会および幹部会議で課題の協議を行っております。就業規則に抵触するなどの問題につ

いては賞罰委員会に諮問し、取締役会への答申を経て決議をする体制を確保しております。 

⑥コーポレートガバナンスの強化 

 会社法施行、金融商品取引法等の移行により、透明性の高い経営体質と内部統制システムの構築を求められる

中、経営陣の強化、監査体制の強化（会計監査人の選任および経営状況の適正な監視）、内部監査体制の強化（他

の部門から独立した部門として、業務監査および不正などの防止）、内部統制体制の強化、内部監査・監査役監

査・会計監査の相互連携（適正な意見の交換・業務立ち入りなど）等を通じて企業価値の向上を図るとともに健全

な企業活動を実施し、ステークホルダーへの責任を果たしてまいります。 

⑦施設の安全対策補強 

 当社は、危機管理規程、災害対策規程、リスクマネージメントマニュアルを整備し、施設別の災害対策マニュア

ルも用意し、定期的に現状をチェックし、非常時に備えた体制を取っておりますが、平成23年３月の東日本大震災

を契機とし、災害発生時における高齢ご入居者の安心・安全のサービスの保障を最重要課題と位置づけ、全施設に

おける更なる対策の強化を図ります。 
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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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  179,513 171,910

営業未収入金 223,309 249,975

商品 265 656

貯蔵品 770 344

前払費用 10,958 11,017

繰延税金資産 24,883 29,212

その他 2,232 5,750

貸倒引当金 △2,195 △2,195

流動資産合計 439,736 466,671

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  9,658,272 ※1  10,051,064

減価償却累計額 △3,041,471 △3,304,274

建物（純額） 6,616,800 6,746,789

構築物 278,287 278,287

減価償却累計額 △104,065 △119,159

構築物（純額） 174,221 159,127

車両運搬具 9,479 9,479

減価償却累計額 △9,192 △9,333

車両運搬具（純額） 286 145

工具、器具及び備品 462,001 464,893

減価償却累計額 △338,344 △364,927

工具、器具及び備品（純額） 123,657 99,966

土地 ※1  2,158,142 ※1  2,353,515

リース資産 665,129 665,129

減価償却累計額 △37,443 △68,462

リース資産（純額） 627,686 596,667

有形固定資産合計 9,700,794 9,956,212

無形固定資産   

のれん － 41,225

ソフトウエア 10,740 2,971

電話加入権 3,525 3,525

施設利用権 3,200 3,200

リース資産 31,253 22,233

無形固定資産合計 48,719 73,155

投資その他の資産   

投資有価証券 62,510 60,704

出資金 309 309
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

破産更生債権等 228,500 228,500

長期前払費用 74,333 59,469

繰延税金資産 6,715 12,529

その他 284 284

貸倒引当金 △228,500 △228,500

投資その他の資産合計 144,152 133,296

固定資産合計 9,893,666 10,162,664

資産合計 10,333,402 10,629,336

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※1  660,976 ※1  220,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  355,082 ※1  175,085

リース債務 30,749 32,132

未払金 156,846 160,284

未払費用 18,376 17,811

未払法人税等 113,000 218,016

未払消費税等 29,438 3,320

前受金 43,397 3,684

預り金 14,632 20,557

入居金預り金 828,856 788,945

介護料預り金 80,715 78,667

前受収益 3,500 3,692

賞与引当金 27,503 19,893

設備関係未払金 3,943 2,574

リース資産減損勘定 604 77

金利スワップ負債 － 11,333

流動負債合計 2,367,622 1,756,075

固定負債   

長期借入金 ※1  507,820 ※1  1,633,138

リース債務 705,684 673,551

長期入居金預り金 5,044,622 4,559,365

長期介護料預り金 536,223 489,373

退職給付引当金 48,838 44,935

修繕引当金 215,733 246,265

役員退職慰労引当金 7,500 6,609

長期設備関係未払金 1,314 －

その他 1,696 1,696

固定負債合計 7,069,433 7,654,935

負債合計 9,437,056 9,411,011
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 686,296 686,296

資本剰余金   

資本準備金 566,296 566,296

資本剰余金合計 566,296 566,296

利益剰余金   

利益準備金 3,855 3,855

その他利益剰余金   

別途積立金 384,000 384,000

繰越利益剰余金 △744,333 △422,287

利益剰余金合計 △356,478 △34,432

株主資本合計 896,114 1,218,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 231 163

評価・換算差額等合計 231 163

純資産合計 896,345 1,218,324

負債純資産合計 10,333,402 10,629,336
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,825,589 2,874,871

売上原価 1,925,096 1,894,130

売上総利益 900,492 980,741

販売費及び一般管理費   

役員報酬 14,663 12,689

給料及び手当 88,545 84,976

賞与及び手当 4,220 4,396

賞与引当金繰入額 2,364 1,809

退職給付費用 5,155 3,497

役員退職慰労引当金繰入額 660 909

法定福利費 15,929 15,555

広告宣伝費 18,692 12,761

貸倒引当金繰入額 696 －

租税公課 38,736 40,982

保険料 423 52

業務委託費 36,536 27,881

減価償却費 2,705 2,645

のれん償却額 － 698

その他 44,195 35,659

販売費及び一般管理費合計 273,525 244,516

営業利益 626,967 736,225

営業外収益   

受取利息 888 822

受取配当金 12 12

受取手数料 7,371 6,269

賃貸収入 6,984 1,586

保険解約返戻金 714 －

寄付金収入 － 500

その他 16,728 17,997

営業外収益合計 32,699 27,188

営業外費用   

支払利息 111,726 86,556

支払手数料 － 28,075

長期前払費用償却 29,251 26,613

金利スワップ評価損 － 11,333

その他 4,034 －

営業外費用合計 145,012 152,578

経常利益 514,654 610,835
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,949

役員退職慰労引当金戻入額 16,975 －

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   

固定資産除却損 ※1  137 －

訴訟和解金 19,000 －

その他 216 －

特別損失合計 19,353 －

税引前当期純利益 519,335 616,333

法人税、住民税及び事業税 136,610 286,326

過年度法人税等 7,778 10,139

法人税等調整額 47,030 △2,178

法人税等合計 191,418 294,287

当期純利益 327,916 322,046
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（脚注） 

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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 商品    6,915  0.3  11,792  0.6

Ⅱ 材料費    11,377  0.6  －  －

Ⅲ 人件費 ※１  863,618  44.9  802,375  42.4

Ⅳ 経費 ※２  1,043,184  54.2  1,079,962  57.0

合計    1,925,096  100.0  1,894,130  100.0

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

※１ 人件費には、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。 

25,138

13,869

※１ 人件費には、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。 

18,083

9,870

※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。 

水道光熱費             千円82,977

固定資産税             千円76,510

減価償却費            千円352,340

営繕費  

業務委託料  

千円

  千円

25,243

235,796

修繕引当金繰入額             千円30,531

水道光熱費             千円97,144

固定資産税             千円80,522

減価償却費            千円349,783

営繕費  

業務委託料  

千円

  千円

15,189

272,179

修繕引当金繰入額             千円30,531
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 686,296 686,296

当期末残高 686,296 686,296

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 566,296 566,296

当期末残高 566,296 566,296

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,855 3,855

当期末残高 3,855 3,855

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 384,000 384,000

当期末残高 384,000 384,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,072,250 △744,333

当期変動額   

当期純利益 327,916 322,046

当期変動額合計 327,916 322,046

当期末残高 △744,333 △422,287

利益剰余金合計   

前期末残高 △684,395 △356,478

当期変動額   

当期純利益 327,916 322,046

当期変動額合計 327,916 322,046

当期末残高 △356,478 △34,432

株主資本合計   

前期末残高 568,197 896,114

当期変動額   

当期純利益 327,916 322,046

当期変動額合計 327,916 322,046

当期末残高 896,114 1,218,160
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 11 231

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 220 △67

当期変動額合計 220 △67

当期末残高 231 163

純資産合計   

前期末残高 568,208 896,345

当期変動額   

当期純利益 327,916 322,046

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 220 △67

当期変動額合計 328,136 321,979

当期末残高 896,345 1,218,324
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 519,335 616,333

減価償却費 355,045 352,428

のれん償却額 － 698

長期前払費用償却額 29,251 26,613

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,458 △7,609

修繕引当金の増減額（△は減少） 30,531 30,531

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20,314 △890

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,061 △3,903

貸倒引当金の増減額（△は減少） 696 －

受取利息及び受取配当金 △900 △834

支払利息 111,726 86,556

有価証券及び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） － 11,333

固定資産除却損 137 －

売上債権の増減額（△は増加） △31,860 △26,665

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,455 33

仕入債務の増減額（△は減少） △6,193 －

入居金・介護料預り金の増減額（△は減少） △788,345 △624,065

未払金の増減額（△は減少） △29,787 3,520

未払消費税等の増減額（△は減少） 44,693 △26,118

前受金の増減額（△は減少） 20,515 △39,713

その他 △4,300 △8,132

小計 228,289 387,166

利息及び配当金の受取額 900 834

利息の支払額 △110,230 △85,833

法人税等の支払額 △29,364 △194,341

営業活動によるキャッシュ・フロー 89,594 107,825

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 △3,100 ※2  △591,058

貸付けによる支出 － △150

貸付金の回収による収入 140 150

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 29,235 △586,258
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31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 1,218,826 400,000

短期借入金の返済による支出 △1,120,450 △840,976

長期借入れによる収入 － 2,342,093

長期借入金の返済による支出 △217,316 △1,396,772

社債の償還による支出 △99,000 －

配当金の支払額 △10 △82

リース債務の返済による支出 △29,435 △30,749

割賦債務の支払による支出 △3,943 △2,683

財務活動によるキャッシュ・フロー △251,329 470,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,499 △7,602

現金及び現金同等物の期首残高 227,012 ※1  94,513

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  94,513 ※1  86,910
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 該当事項はありません。  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 事業年度末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法   

────── デリバティブ  

 時価法  

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）であります。 

  

(1）商品 

同左  

  (2）貯蔵品 

 最終仕入原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）であります。 

  

(2）貯蔵品 

同左  

４ 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） 

 定額法を採用しております。なお、主

な耐用年数は以下のとおりであります。

建物    ２年～50年 

構築物   ２年～50年 

車両運搬具 ２年～10年 

器具・備品 ２年～15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） 

 定額法を採用しております。ただし、

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

く定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3)リース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価格

を零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かかる方法に

準じた会計処理によっております。 

(3)リース資産  

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

５ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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勘案し、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 

 従業員の賞与支給に充てるため、当期

末に在籍している従業員に対する支給見

込額のうち当期に属する金額を計上して

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みに基づ

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  

  (4）修繕引当金 

 将来の大型修繕に備えるため、修繕費

用の見積額に基づき、当期に負担すべき

金額を費用計上しております。 

(4）修繕引当金 

同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金に備えるため、役員

退職慰労金内規に基づく年度末要支給額

を計上しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

６ 収益及び費用の計上基準  利用権方式による入居一時金及び介護等

一時金の収益計上基準は、入居契約書に従

い、入居時に一定割合を収益計上し、残額

を返還する期間の定めに応じて収益計上し

ております。 

 入居契約における入居時償却率及び返還

対象期間は、以下のとおりであります。 

同左 

  入居時償却率 ５％～15％ 

一般棟（※１） 

 返還対象期間 ７年～15年 

介護専用棟（※２） 

 返還対象期間 ３年～７年 

※１ 一般棟とは、入居時に介護を必要

としない入居者の居住棟 

※２ 介護専用棟とは、日常的に介護を

必要とする入居者の居住棟 
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

７ ヘッジ会計の方法  ――――― (1）ヘッジ会計の方法  

 特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについて、特例処理を採用しており

ます。 

    (2）ヘ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    

    (3）ヘッジ方針 

 借入金の金利上昇による支払利息増

加リスクを回避する目的で実施してお

り、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に

行っております。  

    (4）ヘッジの有効性の評価方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしているため、有効性の評価を省略

しております。  

８ のれんの償却に関する事

項 

――――― ５年の期間で均等償却をしております。 

９ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金・要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期的な投資からなっております。 

同左 

10 その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）老人ホーム施設開発に係わる金利の会

計処理 

 大型老人ホーム施設開発については、

正常な開発期間中の支払利息を取得原価

に算入しております。なお、当事業年度

において取得原価に算入した支払利息は

ありません。 

(1）老人ホーム施設開発に係わる金利の

会計処理 

同左 

  (2）消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理方法は、税抜方式

を採用しております。なお、控除対象外

消費税等については、発生事業年度の期

間費用として処理しております。ただ

し、固定資産に係る控除対象外消費税等

は長期前払費用に計上し、法人税法の規

定により償却をおこなっております。 

(2）消費税等の会計処理方法 

同左 

(7）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

――――― （企業結合に関する会計基準等の適用） 

  当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業

会計基準第21号 平成20年12月26日）、「「研究開発費

等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 

平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）及び「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26

日）を適用しております。  
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前事業年度（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 

 該当事項はありません。 

(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 

 該当事項はありません。 

(8）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保付債務は次のとおりであります。 

預金 千円85,000

建物 千円6,616,220

土地      千円2,157,829

計 千円8,859,050

長期借入金    千円507,820

１年内返済予定の長期借入金    千円355,082

短期借入金   千円660,976

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保付債務は次のとおりであります。 

建物 千円6,746,221

土地      千円2,353,202

計 千円9,099,424

長期借入金    千円1,633,138

１年内返済予定の長期借入金    千円175,085

短期借入金   千円220,000

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

※１ 固定資産除却損の内容                 ―――――        

器具及び備品   千円137   

（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  20,892  －  －  20,892

合計  20,892  －  －  20,892

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －
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当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23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 

 該当事項はありません。 

(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 

 該当事項はありません。 

  

  
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  20,892  －  －  20,892

合計  20,892  －  －  20,892

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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 

現金及び預金 千円179,513

預入期間３ヶ月超の定期預金 千円△85,000

現金及び現金同等物   千円94,513

現金及び預金 千円171,910

預入期間３ヶ月超の定期預金 千円△85,000

現金及び現金同等物   千円86,910

―――――  

  

  

  

※２ 当事業年度に事業の譲受けにより増加した資産及び

負債の主な内訳は次のとおりであります。 

  

固定資産 千円588,166

 資産合計  千円588,166

固定負債  千円50,000

 負債合計  千円50,000
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１ ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

  （ア）有形固定資産 

  高齢者賃貸事業における建物および有料老人ホ

ーム事業における設備機器（工具、器具及び備

品）であります。 

１ ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

  （ア）有形固定資産 

 同左 

 （イ）無形固定資産 

 ソフトウエアであります。 

 （イ）無形固定資産 

 同左  

 ② リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「４.固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

 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、その内容は以下のとお

りであります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

 同左 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価額

相当額  

  

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

減損損失

累計額相

当額 

（千円） 

期末残高

相当額 

  

（千円） 

機械及び

装置 
 25,812  18,491  －  7,320

工具器具

及び備品 
 240,870  158,328  604  81,936

合計  266,683  176,820  604  89,257

  

取得価額

相当額  

  

（千円）

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

減損損失

累計額相

当額 

（千円） 

期末残高

相当額 

  

（千円） 

機械及び

装置 
 25,812  23,345  －  2,466

工具器具

及び備品 
 238,170  199,361  77  38,731

合計  263,983  222,707  77  41,198

  (2) 未経過リース料期末残高相当額   (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内       千円52,452

１年超        〃 46,071

合計      千円98,523

１年以内       千円34,579

１年超        〃 11,539

合計      千円46,119

  (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

  (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料       千円54,117

リース資産減損勘定の取崩額  〃 1,557

減価償却費相当額  〃 47,298

支払利息相当額        〃 5,534

支払リース料       千円54,865

リース資産減損勘定の取崩額  〃 527

減価償却費相当額  〃 48,762

支払利息相当額        〃 3,384

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

  １年以内       千円5,490

   １年超    〃 3,210

   合計       〃 8,700

  １年以内       千円2,947

   １年超    〃 262

   合計       〃 3,209
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取り組み方針 

  当社は、施設の建設資金等を金融機関からの借入により調達しております。また、投資有価証券は、業務上

の関係を有する企業の株式であります。主に売買目的のための有価証券の取得は行なわない方針であります。

(2) 金融商品の内容およびそのリスク並びにリスク管理体制 

 借入金は、主に施設の設備投資に係る資金調達を目的としており、流動性リスクを伴いますが、月次に資金

繰計画を作成するなど返済資金を十分に確保する体制を整えております。 

 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格および業績不振による変動リスク

を伴いますが、定期的に財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直しております。  

(3) 金融商品の時価等に関する補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）３．参照）。  

（注）１．長期借入金には１年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。 

２．金融方法の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産 

(1)現金及び預金  

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。  

(2)投資有価証券 

 これらの時価については、証券取引所の価額によっております。なお、取得原価と貸借対照表計上

額との差額については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。 

負 債 

(1)短期借入金 (2)長期借入金 

 これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。   

３．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 これらについては市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)投資有価証

券」には含めておりません。 

（金融商品関係）

  貸借対照表計上額（千円）  時価（千円）  差額（千円） 

(1)現金及び預金 179,513  179,513 －

(2)投資有価証券 660  660 －

  資産計 180,173  180,173 －

(1)短期借入金 660,976  647,692 △13,283

(2)長期借入金 862,902  848,421 △14,480

  負債計  1,523,878  1,496,114 △27,763

区分 貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  61,850
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４．金銭債権の決算日後の償還予定額 

（追加情報） 

 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の

時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取り組み方針 

  当社は、施設の建設資金等を金融機関からの借入により調達しております。また、投資有価証券は、業務上

の関係を有する企業の株式であります。主に売買目的のための有価証券の取得は行なわない方針であります。

(2) 金融商品の内容およびそのリスク並びにリスク管理体制 

 借入金は、主に施設の設備投資に係る資金調達を目的としており、流動性リスクを伴いますが、月次に資金

繰計画を作成するなど返済資金を十分に確保する体制を整えております。 

 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格および業績不振による変動リスク

を伴いますが、定期的に財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直しております。  

(3) 金融商品の時価等に関する補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成23年３月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）３．参照）。  

（*）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては( )で示しております。 

（注）１．長期借入金には１年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。 

２．金融方法の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産 

(1)現金及び預金  

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。  

(2)投資有価証券 

 これらの時価については、証券取引所の価額によっております。なお、取得原価と貸借対照表計上

額との差額については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。 

負 債 

(1)短期借入金 (2)長期借入金 

  
１年以内  

  (千円）  

１年超 
５年以内  
 (千円） 

５年超 
10年以内 
 (千円）  

10年超  
 (千円） 

現金及び預金  179,513  －  －  －

合計  179,513  －  －  －

  貸借対照表計上額（千円）  時価（千円）  差額（千円） 

(1)現金及び預金        171,910  171,910 －

(2)投資有価証券 704  704 －

  資産計 172,614  172,614 －

(1)短期借入金 220,000  220,000 －

(2)長期借入金 1,808,223  1,729,795 △78,427

  負債計  2,028,223  1,949,795 △78,427

デリバティブ取引（*） (11,333) (11,333) －
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 これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。 

デリバティブ取引 

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。 

３．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 これらについては市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)投資有価証

券」には含めておりません。 

４．金銭債権の決算日後の償還予定額 

  

前事業年度（平成22年３月31日） 

その他有価証券 

 （注）非上場株式（貸借対照表計上額 61,850千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上記の「その他有価証券」に含めておりません。   

当事業年度（平成23年３月31日） 

１．その他有価証券 

 （注）非上場株式（貸借対照表計上額 60,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上記の「その他有価証券」に含めておりません。 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  60,000

  
１年以内  

  (千円）  

１年超 
５年以内  
 (千円） 

５年超 
10年以内 
 (千円）  

10年超  
 (千円） 

現金及び預金  171,910  －  －  －

合計  171,910  －  －  －

（有価証券関係）

  種類 
貸借対照表計上額 

（千円）  
取得原価 
（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

(1）株式      660  429  231

(2）債券      

① 国債・地方

債等 
 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計           660    429     231

合計     660      429  231

  種類 
貸借対照表計上額 

（千円）  
取得原価 
（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

(1）株式      704  429  275

(2）債券      

① 国債・地方

債等 
 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計           704    429     275

合計     704      429  275
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２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

前事業年度（平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（平成23年３月31日）  

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  

 金利関連 

 (注) 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  

 金利関連 

 (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。  

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 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。   

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 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。   

種類 売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額 

（千円） 

(1）株式  4,800  2,949  －

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

合計  4,800  2,949  －

（デリバティブ取引関係）

区分 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

契約額等のうち
１年超 

（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

市場取引以外の取引 
金利スワップ取引         

変動受取・固定支払  475,000  425,000  △11,333  △11,333

区分 取引の種類 主なヘッジ対象 
契約額等 
（千円） 

契約額等のうち 
１年超 

（千円） 

時価 
（千円） 

金利スワップの特例
処理 

金利スワップ取引         

変動受取・固定支払 長期借入金  450,000  411,540 (注) 

（関連当事者情報）
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  

未払事業税           千円8,548

未払事業所税          千円1,492

賞与引当金     千円11,105

社会保険料    千円1,454

その他    千円2,282

繰延税金資産（流動） 合計         千円24,883

     

役員退職慰労引当金         千円3,028

出資金評価額         千円10,498

減価償却超過額         千円32,774

修繕引当金          千円87,113

退職給付引当金          千円19,721

減損損失         千円297,228

その他       千円10,865

繰延税金資産（固定） 小計        千円461,230

評価性引当額       千円△454,515

繰延税金資産（固定） 合計         千円6,715

     

繰延税金資産合計         千円31,598

  

未払事業税          千円14,563

未払事業所税          千円1,502

賞与引当金     千円8,032

社会保険料    千円1,077

その他    千円4,036

繰延税金資産（流動） 合計         千円29,212

     

役員退職慰労引当金         千円2,668

出資金評価額         千円10,498

減価償却超過額         千円36,994

修繕引当金          千円99,442

退職給付引当金          千円20,653

減損損失         千円291,901

資産調整勘定        千円16,152

その他       千円3,089

繰延税金資産（固定） 小計        千円481,400

評価性引当額         千円△468,759

繰延税金資産（固定） 合計         千円12,640

     

繰延税金資産合計   千円41,853

    

その他有価証券差額金   千円111

繰延税金負債（固定）    合計 千円111

     

繰延税金資産の純額    千円41,742

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（％） 

法定実効税率   40.38

（調整）     

 交際費等永久に損金に算入されない項目     0.22

 住民税均等割   1.01

 評価性引当金の増減   △6.41

 過年度法人税等     1.50

 その他     0.16

税効果会計適用後の法人税等の負担率    36.86

（％） 

法定実効税率   40.38

（調整）     

 交際費等永久に損金に算入されない項目   0.08

 住民税均等割   0.87

 評価性引当金の増減   0.35

 過年度法人税等     1.65

 留保金課税    4.13

 その他     0.29

税効果会計適用後の法人税等の負担率    47.75

㈱光ハイツ・ヴェラス(2137)　平成23年３月期　決算短信(非連結)

－　29　－



前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

      当事業年度において付与しておりませんので、該当事項はありません。  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

      当事業年度において付与しておりませんので、該当事項はありません。  

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は退職一時金制度を採用し、特定退職金共済制

度に加入しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務       千円48,838

退職給付引当金       千円48,838

退職給付債務       千円44,935

退職給付引当金       千円44,935

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用       千円17,734

特定退職金共済掛金        千円1,291

退職給付費用       千円19,025

勤務費用       千円11,934

特定退職金共済掛金        千円1,433

退職給付費用       千円13,367

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 退職給付債務の算定方法として、簡便法を採用し

ておりますので、割引率等については該当ありませ

ん。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 

（ストック・オプション等関係）
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前事業年度（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。  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 取得による事業譲受 

１．企業結合の概要 

(1) 相手企業の名称及びその事業の内容 

 相手企業の名称 佐々木建設株式会社 

 事業の内容 佐々木建設が行う事業の内、札幌市における１施設の有料老人ホーム事業 

(2) 企業結合を行った主な理由 

 当該有料老人ホームの立地や施設規模、及び運営内容の現状等について、希望する条件に適い、既存施設

事業との相乗効果が期待できると判断したためであります。 

(3) 企業結合日 

 平成23年３月１日  

(4) 企業結合の法的形式 

 事業譲受 

２．財務諸表に含まれている取得した被取得企業の業績の期間 

平成23年３月１日から平成23年３月31日 

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(1) 発生したのれんの金額   

 50,000千円 

(2) 発生原因 

 企業結合時の時価純資産額が取得原価を下回ったため、差額をのれんとして計上しております。  

(3) 償却の方法及び 償却期間 

 ５年間による均等償却 

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

６．企業結合が当事業年度の開始日に完了したと仮定した場合の当事業年度に係る損益計算書に及ぼす影響の概算

額 

（概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

(1) 事業計画に基づき概算額の算出を行っております。 

(2) 当該注記については監査証明を受けておりません。 

（企業結合等関係）

取得の対価  千円584,523

取得原価  千円584,523

固定資産  千円588,166 固定負債 千円50,000

資産合計    千円588,166 負債合計   千円50,000

売上高    千円220,000

売上総利益  千円35,000

営業利益  千円35,000
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 当社は、有料老人ホームおよび高齢者向け賃貸住宅の設置、運営、管理等のサービス提供の事業を行っておりま

す。但し、現在のところ高齢者向け賃貸住宅事業につきましては、売上収益の全体における割合が少額のため、セグ

メントごとの記載は行っておりません。  

 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

        ２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   該当事項はありません。 

（セグメント情報等）

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額    円 銭 42,903 78    円 銭 58,315 38

１株当たり当期純利益金額           円 銭 15,695 81           円 銭 15,414 81

   なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、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

当期純利益金額については、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 当事業年度 

純資産の部の合計額（千円）  896,345  1,218,324

純資産の部から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
 896,345  1,218,324

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株） 
 20,892  20,892

項目 前事業年度 当事業年度 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  327,916  322,046

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）  327,916  322,046

期中平均株式数（株）  20,892  20,892

希簿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金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

 －  －

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

   開示内容が定まった時点で開示いたします。 

(2）生産、受注及び販売の状況 

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 

     当事業年度における販売実績は、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 主な相手別に対する販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満のため、記載を 

           省略しております。 

  

５．その他

事業部門別 
  

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 
前年同期比（％） 

有料老人ホーム事業および高齢者専用賃貸住宅事業（千円）  2,874,871  101.7

  

  
 うち介護保険報酬（千円）  903,467  108.5
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