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1. 平成25年8月期第1四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成24年11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）

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8月期第1四半期 4,669 23.9 177 △21.9 203 △26.3 94 △35.4
24年8月期第1四半期 3,769 12.0 227 △9.7 276 3.4 146 17.7

（注）包括利益 25年8月期第1四半期 99百万円 （△32.9％） 24年8月期第1四半期 149百万円 （18.6％）

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8月期第1四半期 6,615.56 6,613.25
24年8月期第1四半期 10,236.46 10,207.24

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年8月期第1四半期 7,141 2,942 40.2
24年8月期 6,938 2,898 40.9
（参考） 自己資本 25年8月期第1四半期 2,874百万円 24年8月期 2,836百万円

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

24年8月期 ― ― ― 4,000.00 4,000.00
25年8月期 ―
25年8月期（予想） ― ― 4,000.00 4,000.00

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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) 9,000 17.1 280 △35.1 470 △14.0 220 △19.4 15,363.13
通期 18,500 14.6 850 △4.6 1,200 △11.1 580 △13.0 40,502.79



(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 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、【添付資料】Ｐ．３「サマリー情報（注
記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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。

※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。
業績予想に関する事項については、【添付資料】Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
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8月期1Q 14,320 株 24年8月期 14,320 株
② 期末自己株式数 25年8月期1Q ― 株 24年8月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期1Q 14,320 株 24年8月期1Q 14,319 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、国内の企業生産活動や個人消費は緩やかに回復傾向にある

ものの、欧州債務危機や中国リスクの発生により、景気が下振れするリスクが存在し、先行きは依然として不透明

な状況の中で推移いたしました。

介護業界の状況としては、平成24年９月の政府発表において65歳以上の高齢者人口は３千万人を超え、高齢化が

進むなか、介護サービスの需要拡大に向け、在宅を中心とするサービスの提供体制の整備が求められております。

また、厚生労働省の推計によると認知症高齢者は平成24年８月時点で３百万人を超え、増え続ける認知症高齢者数

を背景とした認知症施策の具体的な取り組みを示した厚生労働省発表の「認知症施策推進５か年計画（オレンジプ

ラン）」に基づき、認知症高齢者に対する本格的な取り組みも始まりつつあります。

このような状況の中で当社グループにおいては、平成24年9月にグループホームと小規模多機能型居宅介護を併

設した複合施設「愛の家小平上水南」（東京都）、「愛の家浜松富塚」（静岡県）、グループホームの単独事業所

であります「愛の家グループホーム豊田松ヶ枝」（愛知県）、10月に「愛の家グループホーム仙台茂庭台」（宮城

県）を新規開設し、全181箇所のグループホーム及び全５箇所の小規模多機能型居宅介護を運営することとなりま

した。また、10月に当社最大規模となる150床の介護付き有料老人ホーム『アンサンブル大宮日進』（埼玉県）を

新規開設いたしました。これにより、介護付き有料老人ホームは全６箇所の運営体制となりました。

この結果、売上高4,669,264千円（前年同期比23.9％増）、営業利益177,649千円（前年同期比21.9％減）、経常

利益203,395千円（前年同期比26.3％減）、四半期純利益94,734千円（前年同期比35.4％減）となりました。

なお、セグメントの業績は下記のとおりです。

①介護事業

当社グループの基幹事業であります介護事業につきましては、事業所の新規開設による施設数の増加によって、

前年同四半期に比べ売上高は760,241千円増（前年同期比20.2％増）の4,529,849千円となりました。

②その他事業

その他事業につきましては、前年同四半期に比べ売上高は139,234千円増の139,415千円となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末（以下「前期末という」）より203,323千円（前期末

比2.9％増）増加し、7,141,927千円となりました。

流動資産は前期末より73,987千円（前期末比1.8％増）増加し、4,083,143千円となりました。これは主に売掛金

が72,118千円増加したことによるものであります。

固定資産は前期末より129,335千円（前期末比4.4％増）増加し、3,058,784千円となりました。これは主に有形

固定資産が115,392千円及び差入保証金が25,141千円が増加した一方で、無形固定資産が21,187千円減少したこと

によるものであります。

流動負債は前期末より145,004千円（前期末比5.9％減）減少し、2,318,941千円となりました。これは主に未払

法人税等が341,350千円減少した一方で、1年内返済予定の長期借入金が153,734千円及び未払金が38,312千円増加

したことによるものであります。

固定負債は前期末より304,237千円（前期末比19.3％増）増加し、1,880,460千円となりました。これは主に長期

借入金が231,666千円、リース債務が56,213千円、長期預り金が12,553千円それぞれ増加したことによるものであ

ります。

純資産は、前期末より44,090千円（前期末比1.5％増）増加し、2,942,525千円となりました。これは主に利益剰

余金が37,454千円増加したこと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

当第１四半期連結累計期間における業績を踏まえたうえで、連結業績予想については、平成24年10月15日に発表

いたしました業績予想から変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



２．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 990,900 1,144,584

売掛金 2,321,947 2,394,065

たな卸資産 132,816 44,819

繰延税金資産 84,421 53,756

その他 482,574 451,080

貸倒引当金 △3,505 △5,163

流動資産合計 4,009,156 4,083,143

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 658,759 773,140

減価償却累計額 △31,326 △42,319

建物及び構築物（純額） 627,433 730,820

車両運搬具 125,473 137,726

減価償却累計額 △58,727 △67,685

車両運搬具（純額） 66,745 70,041

土地 327,270 288,244

その他 193,194 253,060

減価償却累計額 △108,147 △120,276

その他（純額） 85,046 132,784

有形固定資産合計 1,106,497 1,221,890

無形固定資産

のれん 482,007 433,315

リース資産 53,736 81,293

その他 6,871 6,819

無形固定資産合計 542,614 521,427

投資その他の資産

投資有価証券 4,509 6,223

長期前払費用 8,962 7,987

差入保証金 1,143,978 1,169,119

繰延税金資産 70,232 79,681

その他 60,385 59,349

貸倒引当金 △7,730 △6,895

投資その他の資産合計 1,280,336 1,315,466

固定資産合計 2,929,448 3,058,784

資産合計 6,938,604 7,141,927



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 26,243 26,728

短期借入金 230,000 215,000

1年内返済予定の長期借入金 520,801 674,536

未払金 954,617 992,930

未払法人税等 442,305 100,955

未払費用 110,660 117,375

賞与引当金 60,077 53,635

その他 119,240 137,780

流動負債合計 2,463,946 2,318,941

固定負債

長期借入金 1,037,904 1,269,571

リース債務 43,133 99,347

繰延税金負債 64,654 59,682

退職給付引当金 164,565 189,891

役員退職慰労引当金 74,681 58,406

長期預り金 169,910 182,464

資産除去債務 13,256 13,327

その他 8,118 7,769

固定負債合計 1,576,223 1,880,460

負債合計 4,040,169 4,199,402

純資産の部

株主資本

資本金 871,250 871,250

資本剰余金 391,250 391,250

利益剰余金 1,573,658 1,611,113

株主資本合計 2,836,158 2,873,613

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △227 879

その他の包括利益累計額合計 △227 879

新株予約権 6,867 8,281

少数株主持分 55,637 59,751

純資産合計 2,898,435 2,942,525

負債純資産合計 6,938,604 7,141,927



（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１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成23年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

売上高 3,769,789 4,669,264

介護事業売上高 3,769,607 4,529,849

その他事業売上高 181 139,415

売上原価 3,122,697 3,958,405

介護事業売上原価 3,122,697 3,819,292

その他事業売上原価 － 139,112

売上総利益 647,092 710,859

販売費及び一般管理費 419,553 533,210

営業利益 227,538 177,649

営業外収益

受取利息 5 14

補助金収入 47,759 22,672

負ののれん償却額 73 73

雑収入 9,677 11,943

営業外収益合計 57,515 34,703

営業外費用

支払利息 6,940 8,149

雑損失 1,985 807

営業外費用合計 8,925 8,957

経常利益 276,128 203,395

特別利益

国庫補助金 10,041 －

特別利益合計 10,041 －

特別損失

固定資産圧縮損 9,591 －

特別損失合計 9,591 －

税金等調整前四半期純利益 276,577 203,395

法人税、住民税及び事業税 99,192 84,392

法人税等調整額 27,384 20,154

法人税等合計 126,577 104,546

少数株主損益調整前四半期純利益 150,000 98,848

少数株主利益 3,424 4,113

四半期純利益 146,575 94,734



（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成23年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 150,000 98,848

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △932 1,107

その他の包括利益合計 △932 1,107

四半期包括利益 149,068 99,955

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 145,643 95,842

少数株主に係る四半期包括利益 3,424 4,113



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
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