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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 18,891 9.0 3,091 20.3 3,264 20.4 1,779 64.3
23年3月期第2四半期 17,328 11.8 2,569 20.5 2,710 31.0 1,083 △3.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,851百万円 （59.2％） 23年3月期第2四半期 1,162百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 8,861.32 ―
23年3月期第2四半期 5,393.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 39,605 20,038 50.1
23年3月期 38,721 19,070 48.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  19,834百万円 23年3月期  18,940百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 4,400.00 4,400.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 5,300.00 5,300.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 38,500 9.1 6,300 11.5 6,600 10.9 3,600 20.7 17,928.28



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりますが、この四半期決算短信は、金融
商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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もとづいており、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Ｐ２．「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 200,800 株 23年3月期 200,800 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 200,800 株 23年3月期2Q 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災後のサプライチェーンの復旧や個人消費の自粛ムードの

和らぎを受けて徐々に持ち直しの傾向が見られたものの、原発災害の影響に加え、欧州や米国経済の減速、円高の

長期化など、景気の先行きについては不透明感が増す状況で推移しました。 

 当社グループを取り巻く環境につきましては、平成24年４月の改正介護保険法の施行に向け、厚生労働省の社会

保障審議会介護給付費分科会において、介護報酬に係る地域区分単価の見直しや介護職員処遇改善交付金の加算

化、訪問介護の報酬や設置基準の見直し等の議論がなされており、この改正内容は当社の事業に影響を与える可能

性がありますので、引き続き動向を注意深く見守る必要があります。一方、平成23年10月20日に「高齢者の居住安

定確保に関する法律等の一部を改正する法律」（改正高齢者住まい法）が施行され、高齢者専用賃貸住宅は「サー

ビス付き高齢者向け住宅」として、各自治体へ新たに登録が開始されることとなりました。各自治体の審査を経

て、徐々に登録数が増加することが予想されます。また、新規のサービス付き高齢者向け住宅の整備事業としての

補助金交付や税制優遇等の供給促進策も継続中であり、供給動向を注意深く見守る必要があります。 

 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有料老人ホーム事業（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、安定した運営を行い、着実に施設数を増やしております。一方、サ

ービス付き高齢者向け住宅事業（Ｃアミーユ事業）においても、平成23年９月末の入居率は91.9％と順調に推移

し、事業として利益貢献できる事業に成長しました。更に幅広い利用者様にサービスを提供できるよう、従来より

も小規模でかつ低価格での物件開発を進めておりますが、今後、Ｃアミーユ事業の拡大に注力し、５年後の平成28

年３月期にはＣアミーユを累計200件定員総数１万室を目標に開設してまいります。  

 当第２四半期連結累計期間の「アミーユ」の展開につきまして、８施設を開設し、当第２四半期連結累計期間末

の「アミーユ」の施設数は、直営145施設、ＦＣ21施設、合計166施設、総入居定員は8,575名となっております。

また、「Ｃアミーユ」は１件を開設し、当第２四半期連結累計期間末の「Ｃアミーユ」の件数は合計21件、総入居

定員1,922名となっております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収入は18,891百万円（前年同四半期比9.0％増）、営業利益は3,091

百万円（同20.3％増）、経常利益は3,264百万円（同20.4％増）、四半期純利益は1,779百万円（同64.3％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２四半期連結累計期間において８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15,422百万円（同4.3％増）となりました。また、新規開設施設が前年同期

に比べ増加したことにより、セグメント利益は2,211百万円（同2.7％減）となりました。 

 ② Ｃアミーユ事業 

 当第２四半期連結累計期間において１件の「Ｃアミーユ」を開設したこと、既存物件の入居率が向上したこ

とにより、営業収入は2,387百万円（同44.8％増）、セグメント利益は183百万円（前年同四半期累計期間は

268百万円の損失）となりました。 

 ③ 給食事業 

 当第２四半期連結累計期間において「アミーユ」「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2,055百万円（前年同四半期比9.0％増、内セグメント間取引1,448百万円）、セグメント利益は510百万円

（同33.9％増）となりました。 

 ④ その他 

 当第２四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780百万円（同

19.0％増、内セグメント間取引305百万円）、セグメント利益は186百万円（同5.8％増）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２四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884百万円増の

39,605百万円となりました。 

 負債につきましては、主として長期借入金等が減少した結果、83百万円減の19,567百万円となりました。 

 純資産は968百万円増の20,038百万円となり、自己資本比率は50.1％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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577百万

円増加し、10,769百万円（前年同四半期比36.7％増）となりました。 

 当第２四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．当四半期決算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2,419百万円（同19.8％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3,263百万円（同38.2％増）になったこと及び減価償却費が568百万円（同5.4％減）となったこと等により増

加した一方で、法人税等の支払が1,402百万円（同17.0％増）あったこと及び売上債権が354百万円（同20.6％増）

増加したこと等により減少したものであります。   

  

（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547百万円（同39.7％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276百万円（同66.6％減）使用したこと及び差入保証金の払込により257百万円（同442.3％増）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1,294百万円（同19.9％増）となりました。これは主に長期借入金の返済に354百

万円（前年同四半期比増減無し）支出したこと及び配当金の支払に883百万円（前年同四半期比29.6％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38,500百万円、営業利益は6,300百万円、経常利益は6,600百万

円、当期純利益は3,600百万円を予想しており、平成23年３月期決算短信（平成23年５月９日開示）に記載した内

容と変更しておりません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,292,046 10,869,139

営業未収入金 4,693,094 5,043,884

原材料及び貯蔵品 10,633 19,648

前払費用 571,867 635,323

その他 525,605 511,331

貸倒引当金 △7,981 △5,049

流動資産合計 16,085,266 17,074,277

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,481,899 11,106,645

車両運搬具（純額） 44,167 34,974

工具、器具及び備品（純額） 219,973 200,223

土地 1,610,092 1,610,092

リース資産（純額） 3,833,255 3,748,079

建設仮勘定 37,393 269,385

有形固定資産合計 17,226,782 16,969,401

無形固定資産   

のれん 154,657 137,186

その他 381,025 382,726

無形固定資産合計 535,682 519,913

投資その他の資産   

差入保証金 3,922,809 4,082,352

その他 966,795 977,870

貸倒引当金 △15,786 △17,929

投資その他の資産合計 4,873,819 5,042,292

固定資産合計 22,636,284 22,531,607

資産合計 38,721,550 39,605,885



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 378,622 408,653

短期借入金 708,984 708,984

未払金 1,313,182 1,312,841

未払法人税等 1,447,011 1,451,282

賞与引当金 560,754 672,464

その他 1,738,403 1,935,451

流動負債合計 6,146,957 6,489,676

固定負債   

長期借入金 8,758,979 8,404,487

リース債務 3,830,778 3,772,849

退職給付引当金 56,235 66,466

役員退職慰労引当金 58,040 61,252

資産除去債務 553,935 560,387

その他 246,051 211,906

固定負債合計 13,504,020 13,077,349

負債合計 19,650,977 19,567,026

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 10,855,229 11,751,062

株主資本合計 18,947,899 19,843,732

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,489 △9,416

その他の包括利益累計額合計 △7,489 △9,416

少数株主持分 130,162 204,543

純資産合計 19,070,572 20,038,859

負債純資産合計 38,721,550 39,605,885



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業収入 17,328,660 18,891,710

営業原価 12,432,634 13,201,837

営業総利益 4,896,026 5,689,872

販売費及び一般管理費 2,326,622 2,598,138

営業利益 2,569,403 3,091,733

営業外収益   

受取利息 16,869 17,890

受取手数料 5,400 －

持分法による投資利益 468 －

助成金収入 271,392 304,041

その他 2,890 6,133

営業外収益合計 297,019 328,065

営業外費用   

支払利息 155,472 154,179

持分法による投資損失 － 591

その他 28 40

営業外費用合計 155,501 154,810

経常利益 2,710,921 3,264,988

特別利益   

固定資産売却益 519 130

特別利益合計 519 130

特別損失   

固定資産売却損 － 5

固定資産除却損 1,140 1,961

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 350,608 1,967

税金等調整前四半期純利益 2,360,832 3,263,151

法人税、住民税及び事業税 1,195,159 1,409,417

法人税等合計 1,195,159 1,409,417

少数株主損益調整前四半期純利益 1,165,673 1,853,734

少数株主利益 82,606 74,381

四半期純利益 1,083,066 1,779,353



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,165,673 1,853,734

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,773 △1,927

その他の包括利益合計 △2,773 △1,927

四半期包括利益 1,162,899 1,851,807

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,080,292 1,777,425

少数株主に係る四半期包括利益 82,606 74,381



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 2,360,832 3,263,151

減価償却費 600,418 568,210

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） 2,891 △789

賞与引当金の増減額（△は減少） 115,514 111,710

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,647 10,230

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,967 3,211

受取利息及び受取配当金 △17,235 △18,002

支払利息 155,472 154,179

持分法による投資損益（△は益） △468 591

固定資産除却損 1,140 1,961

売上債権の増減額（△は増加） △293,758 △354,275

前払費用の増減額（△は増加） △32,567 △60,502

その他の流動資産の増減額（△は増加） 642 5,230

仕入債務の増減額（△は減少） △9,533 30,031

未払金の増減額（△は減少） △13,129 △340

その他の流動負債の増減額（△は減少） 170,412 197,291

預り保証金の増減額（△は減少） △77,881 △34,144

その他 48,816 97,539

小計 3,372,650 3,975,282

利息及び配当金の受取額 623 1,672

利息の支払額 △154,696 △155,032

法人税等の支払額 △1,199,334 △1,402,782

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,019,243 2,419,139

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 △829,780 △276,858

無形固定資産の取得による支出 △42,563 △20,694

差入保証金の差入による支出 △47,575 △257,999

差入保証金の回収による収入 978 8,529

投資有価証券の取得による支出 △340 △104

投資有価証券の売却による収入 10,411 －

その他 297 △679

投資活動によるキャッシュ・フロー △908,573 △547,805

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 △354,492 △354,492

リース債務の返済による支出 △42,827 △55,797

配当金の支払額 △682,236 △883,950

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,079,556 △1,294,240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,113 577,093

現金及び現金同等物の期首残高 7,845,338 10,192,046

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,876,451 10,769,139



 該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

１．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 

（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7,998千円は、セグメント間取引消去7,998千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。 

  

２．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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．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 

（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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （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   

14,782,400 1,648,785 476,398 16,907,584 421,075 17,328,660 － 17,328,660

セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

－ － 1,410,181 1,410,181 235,206 1,645,387 △1,645,387 －

計 14,782,400 1,648,785 1,886,580 18,317,766 656,281 18,974,047 △1,645,387 17,328,660

セグメント

利益又は損

失（△） 

2,272,996 △268,833 381,358 2,385,521 175,882 2,561,404 7,998 2,569,403 

  （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 

15,422,113 2,387,338 607,259 18,416,711 474,998 18,891,710 － 18,891,710

セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

－ － 1,448,485 1,448,485 305,982 1,754,468 △1,754,468 － 

計 15,422,113 2,387,338 2,055,745 19,865,197 780,980 20,646,178 △1,754,468 18,891,710

セグメント

利益 
2,211,903 183,461 510,762 2,906,127 186,056 3,092,183 △450 3,091,733



２．セグメント利益の調整額△450千円は、セグメント間取引消去△450千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。 

  

２．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。  

  

 該当事項はありません。  

  

 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

（７）重要な後発事象
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