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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（１）連結経営成績(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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 4,277 18.8 △12 － △104 － △133 －

2020年３月期第２四半期 － － － － － － － －
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 △133百万円( －％) 2020年３月期第２四半期 －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

2021年３月期第２四半期 △89.05 －

2020年３月期第２四半期 18.52 －
　

(注)2020年３月期第２四半期については、四半期連結財務諸表を作成していないため、2020年３月期第２四半期の数値
及び対前年同四半期の増減率、2021年３月期第２四半期の対前年四半期増減率は記載しておりません。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 8,091 937 11.6

2020年３月期 6,884 1,070 15.5
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 937百万円 2020年３月期 1,070百万円
　　

　

２．配当の状況

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

2020年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年３月期 － 0.00

2021年３月期(予想) － 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染拡大が当社グループに与える影響を現段階

において合理的に把握することが困難なことから未定としております。今後、連結業績予想の開示が可能となった段
階で速やかに公表いたします。

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 社（社名） 、除外 社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 1,533,000株 2020年３月期 1,533,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 37,000株 2020年３月期 37,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 1,496,000株 2020年３月期２Ｑ 1,341,000株
　

発行済株式数に関する注記
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスによる影響を現段階において合理的に算定す
ることが困難なことから未定としております。今後、業績予想の開示が可能となった段階で速やかに公表いたしま
す。詳細につきましては、添付資料 P．３「 1．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界規模での流行による社会・経

済への影響等が先行き不透明な状況で推移しており、景気減速懸念は一層高まる状況にあると考えております。

当社グループでは、従前から危機管理マニュアル等を整備し、インフルエンザやノロウイルス等に対する感染症対

策を実施してまいりましたが、昨今の新型コロナウイルスの全国的な感染拡大状況に鑑み、さらなる感染症対策の強

化を図っており、今後も新型コロナウイルス感染症拡大阻止のための取組を継続してまいります。

当社グループを取り巻く環境として、主力事業である介護事業においては、高齢化率（総人口に占める65歳以上の

割合）が2019年には28.4％に上昇し、団塊の世代が75歳以上となる2025年には「超高齢社会」に直面していくことは

周知の状況となっており、医療・介護・年金を含めた社会保障制度全体の再構築が急がれております。少子高齢化の

進行を背景に、介護サービスに対するニーズが拡大する一方、深刻化する人手不足への対応や介護人材の確保・育成

が経営課題となっております。

このような環境のもと、当社グループと致しましては、当第２四半期連結累計期間において新規施設６事業所の開

設および１事業所の増床を行ないました。

その結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループ連結業績は、主に介護事業において医療機関からの受

入自粛（入院期間の長期化）や施設見学の自粛に伴う入居待機期間の長期化により施設稼働率等が低下したこと、及

び一部地域における人件費や居室修繕関連費用等が増加したことが影響し、売上高4,277,054千円、営業損失12,406千

円、経常損失104,453千円、税金等調整前四半期純損失104,045千円、親会社株主に帰属する四半期純損失133,217千円

となりました。

事業領域別の状況は以下のとおりです。

＜介護事業＞

介護事業におきましては、当第２四半期連結累計期間において４事業所（グループホーム２か所、有料老人ホー

ム等２か所）の新規開設および１か所（グループホーム）の増床を行い、 当第２四半期連結会計期間末における有

料老人ホーム等（注）の稼働率は78.6%（開設後１年以上経過した事業所では85.5%）、グループホームの稼働率は

93.7%（開設後１年以上経過した事業所では92.8%）となりました。

当社グループの介護事業は、より人材の確保がしやすく、利益率も高い施設介護の運営に注力しており、特に有

料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームを中心として事業の推進に取り組んでまいりまし

た。許認可を必要とする介護付き有料老人ホームやグループホームの優先順位を高く設定致しますが、一方、自治

体での許認可公募状況、需給環境を踏まえ、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に訪問介護や看

護等を併設する事業モデルでも事業拡大をしてまいります。

（注）介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入居者生活介護

＜障がい者支援事業＞

障がい者支援事業におきましては、当第２四半期連結累計期間において１事業所（グループホーム）の新規開設

を行い、当第２四半期連結会計期間末における就労継続支援B型の稼働率は55.6%（開設後１年以上経過した事業所

では67.0%）、グループホームの稼働率は73.8%（開設後１年以上経過した事業所では92.5%）となりました。就労継

続支援B型については、「通い」によるサービスであるため、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けておりま

す。

当社グループの障がい者支援事業は、障がい者の自立した生活を実現するためのトータルサポート体制の構築を

重視しております。生活訓練、継続支援事業を通じて様々な就労訓練を行うだけでなく、自立した生活を目指す

方々の住まいとしてグループホームを提供し、また、介護、保育や給食事業等の当社グループ内事業所への就職の

拡充も図っていくことで、利用者の方々が社会の重要な戦力として活躍するお手伝いを進める方針です。
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＜保育事業＞

保育事業におきましては、当第２四半期連結累計期間において１事業所（認可保育所）の新規開設を行い、当第

２四半期連結会計期間末における認可保育所の稼働率は84.8%（開設後１年以上経過した事業所では87.8%）、企業

主導型保育所の稼働率は43.8%（開設後１年以上経過した事業所でも43.8%）となりました。

　国として少子高齢化が進むなか根本的に子供を産みたい方が産める社会的インフラが求められているところ、今

後も待機児童の解消は最重要課題であるだけでなく、保育指導指針の改定により養護だけでなく教育が求められて

まいりました。当社グループでは、この教育という要素を重要視し、当社グループの高齢者事業所との連携におい

て多世代交流を深め、文化の伝承を促進し、子供の生き抜く力を養う支援を行うと共に、国としても注力しつつあ

る病児保育、病後児保育等を企業主導型保育制度の活用をしつつ、認可保育所等と共に整備を進める方針です。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、8,091,297千円となり、前連結会計年度末と比べ1,206,509千円の増加と

なりました。これは主に、土地が566,703千円、建物及び構築物が95,363千円、建設仮勘定が120,697千円、長期貸付

金が299,650千円、差入保証金が66,842千円増加したことによるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、7,154,045千円となり、前連結会計年度末と比べ1,339,726千円の増加

となりました。これは主に、短期借入金が277,000千円、１年内返済予定の長期借入金が142,794千円、長期借入金が

951,653千円増加したことによるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、937,252千円となり、前連結会計年度末と比べ133,217千円の減少と

なりました。これは主に、利益剰余金が133,217千円減少したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、主に介護事業におきまして重要な経営指標である稼働率に与える新

型コロナウイルスによる影響を現段階において合理的に算定することが困難なことから、未定としております。今後、

業績予想の開示が可能となった段階で、速やかに公表いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,631,885 1,645,826

受取手形及び売掛金 1,091,152 1,064,110

商品及び製品 1,902 2,527

原材料及び貯蔵品 12,232 15,432

その他 288,451 335,947

流動資産合計 3,025,624 3,063,844

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,498,717 1,594,080

土地 618,691 1,185,395

その他（純額） 728,646 849,596

有形固定資産合計 2,846,055 3,629,072

無形固定資産

のれん 135,020 101,182

その他 5,138 57,468

無形固定資産合計 140,158 158,651

投資その他の資産

投資その他の資産合計 872,793 1,239,667

固定資産合計 3,859,007 5,027,391

繰延資産

繰延資産合計 155 61

資産合計 6,884,788 8,091,297
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 162,000 439,000

1年内返済予定の長期借入金 531,292 674,086

未払法人税等 124,433 55,891

賞与引当金 54,258 72,259

その他 953,742 923,959

流動負債合計 1,825,726 2,165,195

固定負債

長期借入金 2,459,613 3,411,266

リース債務 688,873 678,065

退職給付に係る負債 113,365 131,972

その他 726,739 767,543

固定負債合計 3,988,591 4,988,849

負債合計 5,814,318 7,154,045

純資産の部

株主資本

資本金 357,070 357,070

資本剰余金 1,370,569 1,370,569

利益剰余金 △583,169 △716,387

自己株式 △74,000 △74,000

株主資本合計 1,070,469 937,252

純資産合計 1,070,469 937,252

負債純資産合計 6,884,788 8,091,297
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（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)
当第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 4,277,054

売上原価 3,909,792

売上総利益 367,261

販売費及び一般管理費 379,667

営業損失（△） △12,406

営業外収益

受取利息及び配当金 1,059

助成金収入 25,514

その他 16,094

営業外収益合計 42,668

営業外費用

支払利息 52,928

控除対象外消費税等 80,160

その他 1,625

営業外費用合計 134,715

経常損失（△） △104,453

特別利益

退職給付引当金戻入額 407

特別利益合計 407

特別損失

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純損失（△） △104,045

法人税、住民税及び事業税 26,753

法人税等調整額 2,417

法人税等合計 29,171

四半期純損失（△） △133,217

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △133,217
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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)
当第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純損失（△） △133,217

四半期包括利益 △133,217

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △133,217
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報）

当第２四半期連結累計期間(自2020年４月１日 至2020年９月30日)

当社グループの事業セグメントは、ライフケア事業のみの単一セグメントであり、セグメント情報の記載を省略

しております。

　


