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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

23年3月期第2四半期 4,346 6.8 93 △63.6 128 △43.5 64 △50.5
22年3月期第2四半期 4,068 18.9 257 308.4 226 367.6 129 449.5

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2四半期 11.16 ―
22年3月期第2四半期 22.55 ―

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2四半期 8,266 1,156 14.0 201.56
22年3月期 7,725 1,149 14.9 200.40

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,156百万円 22年3月期  1,149百万円

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 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 10.00 10.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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   

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 8,759 5.1 313 △23.4 363 △13.4 203 △14.5 35.43



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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2Q  5,738,000株 22年3月期  5,738,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q  5,738,000株 22年3月期2Q  5,738,000株

※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、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を実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載しております業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実
際の業績は、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 
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(１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、大企業を中心として一部に企業収益の回復傾向が見られるものの、

欧米の景気先行きに対する不安感から一段と円高が進行したことにより、輸出産業の業績への影響が懸念され、国内

景気も不透明感が増すなかで推移いたしました。 

 介護サービス業界では、厚生労働省から介護保険制度の見直しに向けた検討事項が公表されたことで、平成24年度

改正にむけて、増加する財政負担の財源問題と、介護サービスの充実及び介護スタッフの処遇改善等の論議が本格化

してまいりました。 

 このような状況のもと当社におきましては、収益面では、既存施設において施設稼働率を上昇させるためリニュー

アルを進め、新規利用者の獲得とサービスの向上に努めました。利益面では、効率的な施設運営と経費削減に取り組

むことで利益率の改善に注力してまいりました。また、デイサービス事業においてデイサービス１施設、施設サービ

ス事業において有料老人ホーム１施設、在宅サービス事業において訪問看護サービス１施設を新規開設し、積極的な

営業活動を展開してまいりました。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は 千円（前年同四半期比 ％増）となり、営業利益は

千円（同 ％減）、経常利益は 千円（同 ％減）、四半期純利益は 千円（同 ％減）と

なりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

①デイサービス事業 

 当事業部門におきましては、既存デイサービス施設のリニューアルやサービスの質の向上により積極的な営業活

動を展開したことで、登録利用者数が堅調に増加いたしました。また、山梨県甲府市に「あおぞらの里 甲府デイ

サービスセンター」を新規開設いたしております。その結果、当第２四半期累計期間の売上高は 千円

（前年同四半期比 ％増）、セグメント利益は 千円となりました。 

②施設サービス事業 

 当事業部門におきましては、既存の有料老人ホームの入居者獲得に注力し、施設稼働率の向上に努めました。ま

た、秋田県秋田市に「ラ・ナシカ あきた」を新規開設いたしております。その結果、当第２四半期累計期間の売

上高は 千円（同 ％増）、セグメント利益は 千円となりました。 

③在宅サービス事業 

 当事業部門におきましては、他の主力事業に経営資源を集中させているため、利用者の獲得は低調に推移いたし

ました。また、福岡県遠賀郡水巻町に「あおぞらの里 水巻訪問看護ステーション」を新規開設いたしておりま

す。その結果、当第２四半期累計期間の売上高は 千円（同 ％増）、セグメント損失は 千円となり

ました。 

(２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ 千

円減少し 千円となりました。また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フロー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） 

 当第２四半期累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は、 千円（前年同四半期比 千円

減）となりました。その主な内訳は、収入要因として、税引前四半期純利益の増加 千円、減価償却費

千円、退職給与引当金の増加 千円、支出要因として、法人税等の支払額 千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は、 千円（同 千円増）となりまし

た。その主な内訳は、支出要因として、有形固定資産の取得による支出 千円、敷金及び保証金の差入による

支出 千円、預り保証金の返還による支出 千円、収入要因として、預り保証金の受入による収入

千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における財務活動の結果、使用した資金は、 千円（同 千円減）となりまし

た。その主な支出要因は、短期借入金の返済による支出 千円、長期借入金の返済による支出 千円、

配当金の支払 千円、収入要因として、短期借入れによる収入 千円、長期借入れによる収入 千

円であります。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

4,346,443 6.8

93,670 63.6 128,084 43.5 64,037 50.5

1,643,616

4.3 203,775

2,325,433 9.4 212,448

377,393 3.3 17,934

90,143

515,324

138,065 123,263

124,793

130,784 21,910 130,242

150,677 126,037

93,578

45,747 27,354 28,299

77,531 43,965

860,000 345,854

56,904 800,000 400,000
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(３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月14日に発表しました第２四半期累計期間の業績予想を下

方修正しております。詳細につきましては、平成22年11月４日に発表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 なお、通期の業績予想につきましては、前回の業績予想を修正しておりません。今後の業績推移により、修正の必

要が生じた場合には速やかに開示いたします。 
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（１）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 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している有形固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

②特有の会計処理  

該当事項はありません。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期会計期間より、「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。 

２．その他の情報
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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）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 515,324 605,467

売掛金 1,441,775 1,406,164

繰延税金資産 87,200 87,077

その他 94,964 95,209

貸倒引当金 △5,044 △5,702

流動資産合計 2,134,220 2,188,216

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,752,589 1,784,204

土地 1,288,356 1,288,356

リース資産（純額） 1,310,041 803,375

その他（純額） 171,701 146,644

有形固定資産合計 4,522,689 4,022,581

無形固定資産 62,216 61,431

投資その他の資産   

投資有価証券 87,161 88,474

長期前払費用 124,734 115,376

敷金及び保証金 1,187,511 1,122,820

繰延税金資産 72,498 66,532

その他 77,950 60,405

貸倒引当金 △2,127 △405

投資その他の資産合計 1,547,728 1,453,203

固定資産合計 6,132,635 5,537,216

資産合計 8,266,855 7,725,432
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 131,992 127,999

短期借入金 1,440,000 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 706,408 664,208

未払費用 175,242 168,057

未払法人税等 78,870 148,550

賞与引当金 171,452 161,313

その他 177,356 174,557

流動負債合計 2,881,322 2,944,684

固定負債   

長期借入金 2,303,120 2,291,174

リース債務 1,384,855 854,496

退職給付引当金 186,674 164,764

長期預り保証金 187,599 187,213

その他 166,725 133,199

固定負債合計 4,228,974 3,630,847

負債合計 7,110,296 6,575,531

純資産の部   

株主資本   

資本金 432,280 432,280

資本剰余金 308,030 308,030

利益剰余金 416,249 409,591

株主資本合計 1,156,559 1,149,901

純資産合計 1,156,559 1,149,901

負債純資産合計 8,266,855 7,725,432
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,068,408 4,346,443

売上原価 3,576,030 3,997,337

売上総利益 492,378 349,106

販売費及び一般管理費 234,959 255,435

営業利益 257,419 93,670

営業外収益   

受取利息 3,977 4,266

助成金収入 4,367 78,412

雑収入 7,942 10,671

営業外収益合計 16,286 93,350

営業外費用   

支払利息 44,579 53,368

雑損失 2,292 5,568

営業外費用合計 46,871 58,936

経常利益 226,834 128,084

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,290

特別損失合計 － 3,290

税引前四半期純利益 226,834 124,793

法人税、住民税及び事業税 36,953 66,845

法人税等調整額 60,496 △6,089

法人税等合計 97,450 60,756

四半期純利益 129,383 64,037
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,070,431 2,183,634

売上原価 1,805,669 1,988,049

売上総利益 264,761 195,584

販売費及び一般管理費 116,027 129,223

営業利益 148,734 66,361

営業外収益   

受取利息 2,069 2,194

助成金収入 4,367 41,444

雑収入 4,289 4,319

営業外収益合計 10,726 47,957

営業外費用   

支払利息 22,318 27,917

雑損失 1,440 2,731

営業外費用合計 23,759 30,649

経常利益 135,700 83,668

税引前四半期純利益 135,700 83,668

法人税、住民税及び事業税 34,653 △8,830

法人税等調整額 23,112 50,992

法人税等合計 57,766 42,162

四半期純利益 77,933 41,506
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 226,834 124,793

減価償却費 117,081 130,784

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,539 1,063

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,941 10,139

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,232 21,910

受取利息及び受取配当金 △3,977 △4,266

支払利息 44,579 53,368

投資事業組合運用損益（△は益） 1,302 1,312

売上債権の増減額（△は増加） △139,978 △37,332

仕入債務の増減額（△は減少） 3,050 3,993

その他 31,504 15,610

小計 315,109 321,378

利息及び配当金の受取額 94 155

利息の支払額 △45,101 △53,225

法人税等の支払額 △8,773 △130,242

営業活動によるキャッシュ・フロー 261,329 138,065

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 △30,339 △93,578

無形固定資産の取得による支出 △2,669 △11,549

敷金及び保証金の差入による支出 △568 △45,747

預り保証金の返還による支出 △26,499 △27,354

預り保証金の受入による収入 35,436 28,299

その他 － △746

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,640 △150,677

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 700,000 800,000

短期借入金の返済による支出 △500,000 △860,000

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △315,964 △345,854

リース債務の返済による支出 △5,497 △14,772

配当金の支払額 △35 △56,904

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,496 △77,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,192 △90,143

現金及び現金同等物の期首残高 524,806 605,467

現金及び現金同等物の四半期末残高 639,998 515,324
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社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。 

当社は、本社にサービス別の事業本部を置き、各事業本部が、取り扱うサービスについての包括的な戦略を企画・

立案し、事業活動を展開しております。従いまして、当社は、事業本部を基礎としたサービス別のセグメントから構

成されており、「デイサービス事業」、「施設サービス事業」及び「在宅サービス事業」の３つを報告セグメントと

しております。 

① デイサービス事業 

 この事業は、要介護・要支援認定者に対し、デイサービスセンターにおいて日常生活の介護、機能訓練等を行う

事業であります。 

② 施設サービス事業 

 この事業は、要介護・要支援認定者が、施設において日常生活等の介護・相談・助言及び、機能訓練等のサービ

スを利用する「介護付有料老人ホーム」の事業及び、認知症の状態にある方についての「グループホーム」の事業

を、主に運営しております。 

③ 在宅サービス事業 

 この事業は、要介護・要支援認定者などに対し、医師の指示書のもとに在宅でリハビリ・療養・介護のサービス

を行う「訪問リハビリテーション」「訪問看護」「訪問介護（ホームヘルパー）」の事業と、介護サービスの選

択・マネジメントを行う「ケアプラン作成」の事業であります。 

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２四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（注）上記セグメント利益又は損失の金額には、下記の「介護職員処遇改善交付金」の金額が含まれております。

３．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） 

当第２四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

２．「介護職員処遇改善交付金」は、営業外収益の「助成金収入」に計上しておりますが、これに対応する

費用が売上原価に計上されているため調整を行っております。 

４．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。 

（６）セグメント情報

  
デイサービス事業 

（千円）  

施設サービス事業 

（千円）  

在宅サービス事業 

（千円）  

 合計 

（千円） 

売上高  1,643,616  2,325,433  377,393  4,346,443

セグメント利益 

又は損失（△） 
 203,775  212,448  △17,934  398,289

デイサービス事業 千円29,595

施設サービス事業 千円39,024

在宅サービス事業 千円2,378

合 計 千円70,998

利益 金額（千円） 

報告セグメント計  398,289

全社費用（注１）  △233,620

「介護職員処遇改善交付金」の調整額（注２）  △70,998

四半期損益計算書の営業利益  93,670
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