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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 ％ 

25年６月期第３四半期  3,727  14.2  416  △10.9  255  △27.7  168  △12.6

24年６月期第３四半期  3,264  －  467  －  353  －  192  －

  
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 

25年６月期第３四半期  103.20  －

24年６月期第３四半期  144.74  －

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年６月期第３四半期  8,432  1,034  12.3

24年６月期  8,007  866  10.8

（参考）自己資本 25年６月期第３四半期 1,034百万円   24年６月期 866百万円 

  
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 

24年６月期  － 0.00 － 0.00  0.00

25年６月期  － 0.00 －     

25年６月期（予想）       －  －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

現時点において、平成25年６月期末の配当予想額は未定であります。

３．平成25年６月期の業績予想（平成24年７月１日～平成25年６月30日）

  （％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 
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  5,330  21.3  640  0.2  435  △6.0  230  △8.5  141.38

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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） 25年６月期３Ｑ 1,632,000株 24年６月期 1,632,000株

②  期末自己株式数 25年６月期３Ｑ 32株 24年６月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年６月期３Ｑ 1,631,986株 24年６月期３Ｑ 1,332,000株

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財務諸表のレビュー手続が終了しております。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２頁「（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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要や新政権による経済・金融政策に対す

る期待感から円安基調への転換、株価の上昇等がみられました。しかしながら一方で、欧州経済や新興国の景気減

速懸念、電力供給の制約、外交問題等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 介護業界におきましては、平成24年４月に改正介護保険法が施行され、地域包括ケアシステムの実現を目指して

「24時間定期巡回・随時対応サービス」や「複合型サービス」などが新設されました。一方で介護報酬自体は介護

報酬単価や地域区分単価などの見直し、介護職員処遇改善交付金の介護報酬加算化などが導入されたものの、実質

的には報酬抑制の改正内容となっております。 

  このような状況下で当社は、引き続き積極的な中重度者や認知症への対応に加え、医療ケアが必要となった場合

の体制強化を推進することで、既存ホームにおいては高い入居率を維持するとともに、新規ホームについても計画

通りに開設しております。 

 なお、平成25年２月に兵庫県宝塚市で介護付有料老人ホーム「チャームスイート宝塚売布」（100室）を開設

し、運営ホーム数の合計は17ホーム、居室数は1,183室となっております。 

  この結果、当第３四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円（同

％減）、経常利益は 百万円（同 ％減）、四半期純利益は 百万円（同 ％減）となりました。 

  

 セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

① 介護事業 

 当第３四半期累計期間におきましては、既存ホームの入居率が堅調に推移したものの、新規ホームの初期費用の

負担等により、売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、セグメント利益は 百万円（同 ％減）となり

ました。 

② その他 

 当第３四半期累計期間におきましては、売上高は 百万円（前年同額）、セグメント利益は 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 

（資産） 

当第３四半期会計期間末における流動資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしまし

た。この主な要因は、売掛金が 百万円、その他に含まれている繰延税金資産が 百万円増加したことによるもの

であります。固定資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしました。この主な要因は、

新規ホームの開設等による有形固定資産が 百万円、差入保証金が 百万円、その他に含まれている金銭の信託

が 百万円増加したことによるものであります。 

この結果、総資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしました。 

  

（負債） 

当第３四半期会計期間末における流動負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしまし

た。この主な要因は、未払法人税等が 百万円、前受収益が 百万円、賞与引当金が 百万円増加した一方で、短

期借入金が 百万円減少したことによるものであります。固定負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ

百万円増加いたしました。この主な要因は、長期借入金が 百万円、長期前受収益が 百万円、リース債務が

百万円増加したことによるものであります。 

この結果、負債合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしました。 

  

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしま

した。これは四半期純利益を計上したことによるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成25年６月期の業績予想につきましては、平成24年８月９日に公表しました業績予想に変更はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

3,727 14.2 416

10.9 255 27.7 168 12.6

3,684 14.4 665 1.7

43 26

2.2

2,093 96

57 37

6,338 328

155 82

83

8,432 425

1,534 18

59 36 76

192 5,862

238 140 53

17

7,397 256

1,034 168
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（２）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。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,405,068 1,401,347

売掛金 473,923 531,313

貯蔵品 882 1,476

その他 117,750 159,729

流動資産合計 1,997,625 2,093,867

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,614,636 5,063,862

減価償却累計額 △1,090,054 △1,241,458

建物（純額） 3,524,582 3,822,404

構築物 132,633 152,738

減価償却累計額 △68,429 △78,107

構築物（純額） 64,203 74,630

機械及び装置 7,775 7,775

減価償却累計額 △5,547 △6,070

機械及び装置（純額） 2,227 1,704

車両運搬具 7,123 7,123

減価償却累計額 △6,795 △6,893

車両運搬具（純額） 328 230

工具、器具及び備品 103,617 118,354

減価償却累計額 △84,760 △93,838

工具、器具及び備品（純額） 18,856 24,516

土地 743,859 743,859

リース資産 966,317 995,257

減価償却累計額 △133,349 △164,152

リース資産（純額） 832,967 831,105

建設仮勘定 155,577 －

有形固定資産合計 5,342,602 5,498,450

無形固定資産 26,880 30,745

投資その他の資産   

差入保証金 573,326 656,248

その他 66,680 152,932

投資その他の資産合計 640,006 809,180

固定資産合計 6,009,490 6,338,376

資産合計 8,007,115 8,432,243
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,396 48,757

短期借入金 312,493 120,236

1年内返済予定の長期借入金 512,198 533,613

未払法人税等 46,664 106,302

前受収益 225,436 261,951

賞与引当金 23,134 99,563

その他 356,164 364,244

流動負債合計 1,516,488 1,534,668

固定負債   

長期借入金 3,886,221 4,026,398

リース債務 935,203 952,239

退職給付引当金 48,916 57,810

役員退職慰労引当金 80,748 91,436

長期前受収益 536,946 590,558

資産除去債務 69,650 78,170

その他 66,590 66,224

固定負債合計 5,624,277 5,862,836

負債合計 7,140,765 7,397,505

純資産の部   

株主資本   

資本金 192,100 192,100

資本剰余金 181,100 181,100

利益剰余金 493,150 661,570

自己株式 － △31

株主資本合計 866,350 1,034,738

純資産合計 866,350 1,034,738

負債純資産合計 8,007,115 8,432,243
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 3,264,233 3,727,882

売上原価 2,448,654 2,904,754

売上総利益 815,578 823,127

販売費及び一般管理費 348,173 406,491

営業利益 467,405 416,635

営業外収益   

受取利息 252 246

助成金収入 46,053 271

受取保険金 － 840

その他 4,633 3,409

営業外収益合計 50,940 4,768

営業外費用   

支払利息 157,758 155,921

その他 7,036 9,898

営業外費用合計 164,795 165,819

経常利益 353,550 255,584

特別利益   

主要株主株式短期売買利益返還益 － 47,061

特別利益合計 － 47,061

税引前四半期純利益 353,550 302,646

法人税、住民税及び事業税 116,545 175,977

法人税等調整額 44,208 △41,751

法人税等合計 160,754 134,226

四半期純利益 192,796 168,419
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成24年７月１日 至 平成25年３月31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  

                                              （単位：千円） 

（注）「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、不動産賃貸事業等を 

含んでおります。  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 

内容（差異調整に関する事項） 

                         （単位：千円）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  

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。 

  

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  
報告セグメント その他 

（注） 
合計 

介護事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高 3,684,223 3,684,223  43,659 3,727,882

セグメント間の内部売上高又は 

振替高 
 －  －  －  －

計 3,684,223 3,684,223  43,659 3,727,882

セグメント利益 665,400 665,400  26,260 691,661

利益 金額 

報告セグメント計 665,400

「その他」の区分の利益 26,260

全社費用（注） △275,025

四半期損益計算書の営業利益 416,635

（６）重要な後発事象
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