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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

    ２．売上高には、税込処理を採用している子会社を除き消費税等は含まれておりません。 

    ３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

  

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第10期

第２四半期連結
累計期間 

第10期
第２四半期連結

会計期間 
第９期

会計期間 

自平成20年
９月１日 

至平成21年 
２月28日 

自平成20年
12月１日 

至平成21年 
２月28日 

自平成19年
９月１日 

至平成20年 
８月31日 

売上高（千円）  4,895,476  2,502,823  8,711,831

経常利益（千円）  108,329  14,547  241,968

四半期（当期）純利益（千円）  56,207  16,587  97,685

純資産額（千円） －  1,040,387  978,413

総資産額（千円） －  3,798,913  3,424,595

１株当たり純資産額（円） －  68,667.26  64,573.02

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 3,930.60  1,159.99  6,831.12

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  ―

自己資本比率（％） －  25.8  27.0

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △209,800 －  246,179

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △131,020 －  △424,672

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 311,765 －  68,739

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－  548,301  577,358

従業員数（人） －  2,442  2,103
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 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業について、重要な変更

はありません。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

  

  

  

(1）連結会社の状況 

 （注) １ 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外他社への出向者を除き、グループ外他社から当社グルー

プへの出向者を含んでおり、また、常用パートを含んでおります。）であります。 

    ２ 従業員数が第１四半期連結会計期間末に比べ185人増加しておりますが、その主な理由は、介護事業におけ

る新規事業所の開設によるものです。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおり、また、常用

パートを含んでおります。）であります。 

    ２ 従業員数が第１四半期会計期間末に比べ120人増加しておりますが、その主な理由は、介護事業における新

規事業所の開設によるものです。 

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

名称 住所 
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の所有
割合又は被所
有割合（％） 

関係内容

(連結子会社） 

 有限会社ライフワーク  福島県福島市  3

 介護事業 

(グループホーム) 

 100.0
役員の兼務１名 

４【従業員の状況】

  平成21年２月28日現在

従業員数（人） 2,442      

  平成21年２月28日現在

従業員数（人） 1,131      
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(1）生産実績 

 該当事項はありません。 

(2）受注状況 

 該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

  

  

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年２月28日） 

金額（千円）

介護事業  2,473,896

その他事業  28,927

合計  2,502,823

相手先 

当第2四半期連結会計期間
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年２月28日） 

金額（千円） 割合（％）

埼玉県国民健康保険団体連合会  360,331  14.4

岐阜県国民健康保険団体連合会  281,345  11.2

２【経営上の重要な契約等】
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 文中の将来に関する事項は、当第２四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断し

たものであります。 

  

 （１）業績の状況 

 当第２四半期連結会計期間（平成20年12月１日から平成21年２月28日まで）における我が国の経済状況は、サブプ

ライムローン問題に端を発する円高・株安の進行などが強まり、金融機関をはじめ輸出関連事業や不動産事業分野を

中心に企業収益が大幅に減少し、また同時に雇用状況が顕著に悪化するなど、景気は急激に厳しい情勢となりまし

た。 

 このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は主力事業である認知症対応型共同生活介護

事業（グループホーム）の積極展開と前期来実施してまいりました抜本的経営体質の改善を継続して推し進めてまい

りました。 

 まず、平成20年10月に東京地区で「愛の家グループホーム荒川」、兵庫地区で「愛の家グループホームとうじょ

う」の２棟を、同年11月に埼玉地区で「愛の家グループホーム八潮」、同年12月に東京地区で「愛の家グループホー

ム練馬早宮」、岐阜地区で「愛の家グループホームさかほぎ」の５棟を新規開設した他、平成20年11月に北海道地区

において運営しておりました株式会社エスプリットより「グループホームローズマリー」の営業権を取得、平成21年

２月に東北地区において有限会社ライフワークの全持分を取得し、「グループホームけやき」を運営下とし、全107

箇所のグループホームを運営することとなりました。 

 一方で基幹事業であるグループホームと併設して運営しておりましたデイサービス１事業所を譲渡し、経営資源の

集中を図りました。 

 この結果、第１四半期連結会計期間と比べグループホーム3棟増の107棟体制となり、当第２四半期連結会計期間の

売上高は2,502,823千円となりました。また、利益におきましても、営業利益22,124千円、経常利益14,547千円、四

半期純利益16,587千円となりました。  

  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会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、第１四半期連結会計期

間末と比べ181,186千円減少し、548,301千円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果使用された資金は、172,853千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を16,124

千円の計上、棚卸資産の増加額192,970千円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用された資金は、71,448千円となりました。これは主に、新規開設施設に係る差入保証金の支出

26,699千円と子会社株式取得に係る支出45,302千円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） 

 財務活動の結果得られた資金は、63,115千円となりました。これは主に、金融機関からの借入によるものであり短

期借入121,800千円の返済、長期借入について63,085千円の返済を行った一方で248,000千円の調達を行ったことによ

るものであります。 

  

 （３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

 （４）研究活動 

 該当事項はありません。 

  

 （５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

 当社グループを取り巻く事業環境は、国際的にも厳しい経済状況が引き続き続くことが想定されます。このような

状況下、当社グループは徹底したコスト管理のもと、基幹事業でありますグループホーム事業の積極展開を行ってま

いります。また、平成21年４月の介護保険法の改正におきまして、グループホームにおける報酬単価は微増であり、

現状においての見通しに対する変更はありません。 

３【財政状態及び経営成績の分析】
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     （６）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 四半期連結キャッシュ・フロー計算書に記載のとおり、当社グループは営業活動及び財務活動によるキャッシュ・

フローにより、当社グループの成長を維持するために必要な資金を調達することが可能であると考えております。 

  

     （７）経営者の問題意識と今後の方針について 

 当社グループは、事業環境の変化に即応するとともに、 善の経営方針を立案するように努めています。当社グル

ープではこれまで、経営資源の重点的かつ効率的な投入を図りながら、新規事業所の積極的な開設、Ｍ＆Ａを積極的

に推進し、グループの競争力を高めてまいりました。当社グループにおける基幹事業でありますグループホーム事業

はストックビジネスであり、徹底したコスト管理のもとにサービスの質の向上を追求することにより安定的に成長で

きるものと考えております。 
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１ 主要な設備の状況 

  当第２四半期連結会計期間において、以下の設備を取得いたしました。 

  

 (1）提出会社 

 （注）上記設備は、すべて介護事業に係るものであります。 

  

 (2）国内子会社 

 （注）上記設備は、すべて介護事業に係るものであります。 

  

２ 設備の新設、除却等の計画 

 当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 

  

第３【設備の状況】

事業所名 
（所在地） 設備の内容 

帳簿価額(千円)
従業員数
（人） 

差入保証金
建物及び
構築物 

機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計 

愛の家グループホーム

練馬早宮 

（東京都練馬区） 

介護施設 

（グループホーム） 
6,500 － －

(－)

－
 －  6,500 18

会社名 事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額(千円)
従業員数
（人） 

差入保証金
建物及び
構築物 

機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計 

メディカル・

ケア・サービ

ス東海㈱ 

愛の家グループホー

ムさかほぎ 
（岐阜県加茂郡） 

介護施設 

（グループ

ホーム） 

6,500 － －
(－)

－
 456 6,956 20
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） １ 提出日現在の発行数には、平成21年４月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

       発行された株式数は含まれておりません。 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  38,400

計  38,400

種類 
第２四半期会計期間
末現在発行数(株) 
(平成21年２月28日) 

提出日現在発行数
(株) 

(平成21年４月14日) 

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名 

内容 

普通株式  14,300  14,300
名古屋証券取引所 

（セントレックス） 

 完全議決権株式であり、権利内

容に何ら限定のない当社における

標準となる株式であります。 

 単元株制度を採用していないた

め、単元株式数はありません。  

計  14,300  14,300 ― ― 
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新株予約権 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

（平成17年8月23日臨時株主総会特別決議） 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３ 新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項 

①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社または当社グループ会社の取締役、

監査役もしくは従業員の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他

正当な理由のある場合、この限りではない。 

②新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使できる。 

③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

④その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の対象者との間で締

結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

４ 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

 該当事項はありません。 

  

（２）【新株予約権等の状況】

  
第２四半期会計期間末現在 

(平成21年２月28日) 

新株予約権の数（個） 128 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） ―  

新株予約権の行使時の払込金額（円）  150,000

新株予約権の行使期間 
平成19年８月23日から 

平成27年８月22日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格  150,000円 

資本組入額 75,000円 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 

代用払込みに関する事項 ―  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 

（３）【ライツプランの内容】
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数
増減数（株） 

発行済株式総数
残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増減
額（千円） 

資本準備金残高
（千円） 

平成20年12月１日 

～ 

平成21円２月28日 

 － 14,300 － 869,750  － 389,750

（５）【大株主の状況】

  平成21年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三光ソフランホールディングス

株式会社 

埼玉県さいたま市大宮区大成町１－212－

３ 
 8,668  60.61

高橋 誠一 埼玉県さいたま市大宮区  1,080  7.55

資産管理サービス信託銀行株式会

社 

東京都中央区晴海１－８－12 晴海アイラ

ンド トリトンスクエア オフィスタワーＺ

棟 

 312  2.18

パイン株式会社 
埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－80－

１ 
 200  1.39

渡辺 勲 大阪府大阪市浪速区  180  1.25

西薗 仁 埼玉県さいたま市浦和区  178  1.24

山中 一範 埼玉県朝霞市  120  0.83

高橋 幸一郎 埼玉県さいたま市大宮区  106  0.74

稲永 俊一 東京都八王子市  102  0.71

高橋 大輔 埼玉県さいたま市大宮区  100  0.69

計 －  11,046  77.19
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①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、名古屋証券取引所(セントレックス)における株価を記載しております。 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

（６）【議決権の状況】

  平成21年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他）   普通株式 14,300  14,300

権利内容になんら限定の

ない当社における標準と

なる株式  

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数  14,300 － － 

総株主の議決権 －  14,300 － 

  平成21年２月28日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

－ － － － － － 

計 － － － － － 

２【株価の推移】

月別 平成20年９月 10月 11月 12月 平成21年１月 ２月

高（円）  45,400  38,050  38,000  79,700  103,000  88,100

低（円）  32,000  25,200  27,000  38,000  56,500  44,500

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年12月１日から

平成21年２月28日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成21年２月28日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人五大による四半期レビューを受けております。 

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 548,301 577,358

売掛金 1,364,871 1,278,391

商品 5,824 4,815

貯蔵品 14,429 14,153

販売用不動産 ※２  287,102 95,238

繰延税金資産 55,446 64,186

その他 227,357 216,767

貸倒引当金 △793 －

流動資産合計 2,502,538 2,250,910

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,933 20,413

減価償却累計額 △8,699 △7,284

建物及び構築物（純額） 17,233 13,128

車両運搬具 3,062 3,062

減価償却累計額 △2,869 △2,800

車両運搬具（純額） 193 262

土地 15,000 15,000

その他 54,515 46,575

減価償却累計額 △31,394 △26,706

その他（純額） 23,120 19,869

建設仮勘定 6,376 －

有形固定資産合計 61,924 48,260

無形固定資産   

のれん 445,271 446,537

その他 47,533 32,532

無形固定資産合計 492,804 479,069

投資その他の資産   

投資有価証券 11,784 13,246

長期前払費用 3,446 4,473

差入保証金 683,165 611,235

繰延税金資産 16,289 －

その他 37,659 21,872

貸倒引当金 △10,699 △4,472

投資その他の資産合計 741,646 646,355

固定資産合計 1,296,375 1,173,685

資産合計 3,798,913 3,424,595
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,264 19,456

短期借入金 983,400 793,000

1年内返済予定の長期借入金 264,743 263,098

未払金 521,710 494,996

未払法人税等 61,667 72,614

未払費用 121,209 120,406

賞与引当金 59,247 83,209

その他 115,082 102,585

流動負債合計 2,145,325 1,949,365

固定負債   

長期借入金 434,040 312,688

退職給付引当金 41,228 35,982

長期預り金 95,658 121,898

その他 42,275 26,247

固定負債合計 613,201 496,815

負債合計 2,758,526 2,446,181

純資産の部   

株主資本   

資本金 869,750 869,750

資本剰余金 389,750 389,750

利益剰余金 △279,898 △336,105

株主資本合計 979,601 923,394

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,340 －

少数株主持分 58,445 55,019

純資産合計 1,040,387 978,413

負債純資産合計 3,798,913 3,424,595
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（２）【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 平成20年９月１日 

 至 平成21年２月28日) 

売上高 4,895,476

介護事業売上高 4,845,693

その他事業売上高 49,783

売上原価 4,195,093

介護事業原価 4,146,525

その他事業原価 48,568

売上総利益 700,382

販売費及び一般管理費 ※  575,879

営業利益 124,503

営業外収益  

受取利息 410

雑収入 2,789

営業外収益合計 3,200

営業外費用  

支払利息 15,088

雑損失 4,285

営業外費用合計 19,374

経常利益 108,329

特別損失  

投資有価証券評価損 3,801

その他特別損失 50

特別損失合計 3,851

税金等調整前四半期純利益 104,477

法人税、住民税及び事業税 52,392

法人税等調整額 △7,548

法人税等合計 44,843

少数株主利益 3,425

四半期純利益 56,207
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年12月１日 

 至 平成21年２月28日) 

売上高 2,502,823

介護事業売上高 2,473,896

その他事業売上高 28,927

売上原価 2,175,117

介護事業原価 2,147,702

その他事業原価 27,414

売上総利益 327,706

販売費及び一般管理費 ※  305,582

営業利益 22,124

営業外収益  

受取利息 393

雑収入 2,029

営業外収益合計 2,423

営業外費用  

支払利息 7,767

雑損失 2,231

営業外費用合計 9,999

経常利益 14,547

特別利益  

投資有価証券評価損戻入益 1,626

特別利益合計 1,626

特別損失  

その他特別損失 50

特別損失合計 50

税金等調整前四半期純利益 16,124

法人税、住民税及び事業税 △7,423

法人税等調整額 6,542

法人税等合計 △881

少数株主利益 417

四半期純利益 16,587
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年２月28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 104,477

減価償却費 11,005

のれん償却額 53,693

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,020

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,962

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,245

受取利息及び受取配当金 △410

支払利息 15,088

投資有価証券評価損 3,801

売上債権の増減額（△は増加） △83,110

たな卸資産の増減額（△は増加） △193,104

仕入債務の増減額（△は減少） 10,143

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,473

長期預り金の増減額（△は減少） △26,240

その他 △15,779

小計 △138,603

利息及び配当金の受取額 410

利息の支払額 △15,501

法人税等の支払額 △56,106

営業活動によるキャッシュ・フロー △209,800

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 △13,333

営業譲受に伴う支出 △500

新規連結子会社株式取得による支出 △45,302

敷金保証金の差入による支出 △72,717

貸付金の回収による収入 560

その他 272

投資活動によるキャッシュ・フロー △131,020

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 190,400

長期借入れによる収入 248,000

長期借入金の返済による支出 △125,003

リース債務の返済による支出 △1,631

財務活動によるキャッシュ・フロー 311,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,056

現金及び現金同等物の期首残高 577,358

現金及び現金同等物の四半期末残高 548,301

2009/04/16 9:34:0508546289_メディカル・ケア・サービス株式会社_第２四半期報告書



   当第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日） 

    該当事項はありません。 

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

 第１四半期連結会計期間より、有限会社

アイクリエイトはメディカル・ケア・サー

ビス株式会社との合併により消滅したた

め、連結の範囲から除外しております。 

 また、当第２四半期連結会計期間より、

有限会社ライフワークの全持分を取得した

ため、連結の範囲に含めております。 

２．会計処理基準に関する事

項の変更 

 たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として 終仕入原価法

によっておりましたが、第１四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主とし

て 終仕入原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。 

 なお、この変更による営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響はありません。 

【簡便な会計処理】

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

 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資産については、

連結会計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。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年２月28日） 

前連結会計年度末 
（平成20年８月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、42,962千円で

あります。 

  

 ２ 担保資産 

   担保に供されている資産で、企業集団の事業の運

営において重要なものであり、かつ、前連結会計年

度の末日に比べて著しい変動が認められるものは、

次のとおりであります。 

    販売用不動産   188,483千円 

   

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、36,790千円であ

ります。 

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

※  販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び科目
は次のとおりであります。 

給与手当 156,687千円 

貸倒引当金繰入額 7,020  

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年２月28日） 

※  販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び科目

は次のとおりであります。 

給与手当 76,069千円 

貸倒引当金繰入額 3,989  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年２月28日現在）

  

  （千円）

  現金及び預金勘定  548,301

  現金及び現金同等物  548,301
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当第２四半期連結会計期間末（平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至

平成21年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式         14,300株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 該当事項はありません。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

（株主資本等関係）
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当第２四半期連結会計期間（自平成20年12月1日 至平成21年2月28日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年9月1日 至平成21年2月28日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

       事業の種類及び性質等を考慮して区分しております。 

    ２ 各事業区分の主な内容 

  

 当第２四半期連結会計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累計期間（自 

 平成20年９月１日 至平成21年２月28日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結会計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累計期間（自 

 平成20年９月１日 至平成21年２月28日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

  
介護事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

   売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,473,896  28,927  2,502,823  －  2,502,823

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  6,742  6,742  △6,742  －

計  2,473,896  35,669  2,509,566  △6,742  2,502,823

   営業利益（又は営業損失）  128,822  △2,036  126,785  △104,660  22,124

  
介護事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

   売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  4,845,693  49,783  4,895,476  －  4,895,476

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  15,584  15,584  △15,584  －

計  4,845,693  65,368  4,911,061  △15,584  4,895,476

   営業利益（又は営業損失）  395,858  △2,231  393,626  △269,123  124,503

事業区分 主要製品

 介護事業 介護施設の運営・管理  

その他事業  人材紹介・派遣 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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 当第２四半期連結会計期間末（平成21年２月28日） 

  有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はあり

 ません。 

  

 当第２四半期連結会計期間末（平成21年２月28日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありせん。  

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年２月28日） 

前連結会計年度末 
（平成20年８月31日） 

１株当たり純資産額 68,667.26円 １株当たり純資産額 64,573.02円

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年２月28日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

１株当たり四半期純利益金額 3,930.60円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

１株当たり四半期純利益金額 1,159.99円

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年２月28日） 

１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益（千円）  56,207  16,587

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  56,207  16,587

期中平均株式数（株）  14,300  14,300

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

－ － 
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 当第２四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないた

め、記載しておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年２月28日） 

（重要な事業の譲受） 

 当社は、平成21 年3 月16 日開催の取締役会において、株

式会社ジー・ゲート（本社：東京都新宿区）より特定施設入

居者生活介護事業所（以下「介護付有料老人ホーム」といい

ます。）3 棟の営業権を譲受け、その運営を行うことを決議

しました。 

１.事業譲受の目的 

 当社は、認知症対応型共同生活介護をコア事業として位置

付け、選択と集中により事業を拡大し、2009 年3 月1 日現

在、全国に107 箇所の事業所を展開しております。また、

2006 年4 月より、認知症ケアの経験とノウハウを活かし、介

護付有料老人ホーム事業へ参入するなど、特に居住系介護サ

ービスに特化した事業展開を図り、今後の成長戦略において

は、介護付有料老人ホーム事業の拡充を視野に入れておりま

した。 

 一方、株式会社ジー・ゲートは、昨今の事業を取り巻く環

境が厳しくなる中、不動産事業の維持・発展のために経営資

源を本業へ集中させることが 善との考えのもと、同事業を

営む第三者への譲渡を選択肢の一つと考えておりました。 

 このような中、当該事業の拡充に関心を持つ当社と、本業

回帰および当該事業の中長期的な発展を期待する株式会社ジ

ー・ゲートの意向が一致し、本件の合意に至りました。 

２.譲り受ける相手会社の名称 

  株式会社ジー・ゲート 

３.譲り受ける事業の内容 

  特定施設入居者生活介護事業 

４.譲り受け価額 

  245百万円 

５.譲受の時期 

  平成21年５月１日 

（リース取引関係）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年４月13日

メディカル・ケア・サービス株式会社 

取締役会 御中 

監査法人五大 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 齊藤 栄太郎 印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 手塚 眞佐子 印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているメディカル・ケ

ア・サービス株式会社の平成20年９月１日から平成21年８月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20

年12月１日から平成21年２月28日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成21年２月28日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、メディカル・ケア・サービス株式会社及び連結子会社の平成21年２月

28日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２

四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。 

追記情報  

  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成21年３月16日開催の取締役会において、株式会社ジー・ゲート

より特定施設入居者生活介護事業所３棟の営業権を譲受け、その運営を行うことを決議している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注） １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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