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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成21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 ％

22年8月期第1四半期 3,045 27.3 243 137.8 234 149.6 125 216.8
21年8月期第1四半期 2,392 ― 102 ― 93 ― 39 ―

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

22年8月期第1四半期 8,777.08 ―
21年8月期第1四半期 2,770.61 ―

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

22年8月期第1四半期 4,411 1,348 29.4 90,784.81
21年8月期 4,277 1,221 27.5 82,178.54

（参考） 自己資本  22年8月期第1四半期  1,298百万円 21年8月期  1,175百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年8月期 ― ― ― ― ―
22年8月期 ―
22年8月期 

（予想） ― ― ― ―

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間 6,000 22.5 250 101.6 220 103.7 120 114.2 8,391.61

通期 12,400 16.9 570 21.0 520 19.2 280 11.5 19,580.42
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。   

(3) 四半期連結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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第1四半期 14,300株 21年8月期 14,300株
② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期 ―株 21年8月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第1四半期 14,300株 21年8月期第1四半期 14,300株
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当第１四半期における我が国経済は、一部に景気の持ち直しが見られるものの、引き続き、企業業績、設備投資、

雇用情勢等、低水準で推移し、景気の先行きは不透明な状況であります。

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）の積極展開と昨年行いましたブランド統合等によるブランド力の向上を進めてまいりまし

た。

平成21年10月に愛知地区で「愛の家グループホーム豊田高岡」、11月に埼玉地区で「愛の家グループホームさいた

ま三室」の２棟を新規開設し、全117箇所のグループホームを運営することとなりました。

この結果、前年同期比でグループホーム13棟増、特定施設入居者生活介護事業所３棟増となり、売上高3,045,551

千円（前年同期比27.3％増）、営業利益243,500千円（前年同期比137.8％増）、経常利益234,104千円（前年同期比

149.6％増）、四半期純利益125,512千円（前年同期比216.8％増）となりました。

①資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より134,191千円増加し、また負債合計は、前

連結会計年度末より6,761千円増加しました。これは、主に、建物の取得、リース債務の増加および利益剰余金の増

加によるものであります。純資産合計は、前連結会計年度末より127,429千円増加し、1,348,968千円となりました。

主な要因は、当期純利益を計上したことにより利益剰余金が125,512千円増加したことによるものであります。この

結果自己資本比率は、29.4％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第一四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、前連結会計年度末と比

べ71,891千円増加し、536,389千円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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）

営業活動の結果得られた資金は、137,697千円（前年同期は36,947千円）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益229,512千円の他、のれんの償却40,323千円、賞与引当金の増加額29,893千

円となった一方で介護職員処遇改善交付金受給により売上債権が56,132千円増加した他、法人税等の納付148,661千

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した資金は、59,991千円（前年同期は59,572千円）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得42,806千円の他、新規開設時の差入保証金の増加23,800千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）

財務活動の結果使用された資金は、5,814千円（前年同期は248,650千円の資金増）となりました。

これは主にリース債務の返済4,711千円によるものであります。

平成22年８月期の業績見通しにつきましては、本資料の公表時点では、平成21年10月13日付けの決算短信にて開示

いたしました業績予想からの変更はありません。

該当事項はありません。

（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特有の会計処理）

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（追加情報）

退職給付会計

当社の連結子会社であるメディカル・ケア・サービス東海株式会社は、当第1四半期連結会計期間より退職給

付債務の算定方法を簡便法から原則法に変更しております。これは、メディカル・ケア・サービス東海株式会社

における従業員数が300人を超えたためであります。期首時点で退職給付債務を算定した結果、発生した変更時

差異10,903千円については、特別損失に計上しております。

なお、この変更による、営業利益、経常利益に与える影響は軽微であります。

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態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

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 536,389 464,498

売掛金 1,687,495 1,632,118

たな卸資産 ※1, ※2 210,345 ※1, ※2 212,257

繰延税金資産 39,992 54,678

その他 209,859 248,691

貸倒引当金 △4,709 △3,404

流動資産合計 2,679,373 2,608,841

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 241,703 127,545

減価償却累計額 △12,622 △10,945

建物及び構築物（純額） 229,081 116,599

車両運搬具 3,062 3,062

減価償却累計額 △2,906 △2,899

車両運搬具（純額） 155 162

土地 25,000 15,000

建設仮勘定 － 81,561

その他 88,720 60,231

減価償却累計額 △39,979 △36,084

その他（純額） 48,740 24,146

有形固定資産合計 302,977 237,470

無形固定資産

のれん 582,416 622,813

リース資産 75,640 43,933

その他 3,813 3,860

無形固定資産合計 661,870 670,607

投資その他の資産

投資有価証券 7,434 9,876

長期前払費用 1,465 1,841

差入保証金 713,709 696,365

その他 54,910 61,790

貸倒引当金 △9,764 △9,008

投資その他の資産合計 767,755 760,866

固定資産合計 1,732,604 1,668,944

資産合計 4,411,977 4,277,786
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 19,617 19,350

短期借入金 1,058,800 1,080,368

1年内返済予定の長期借入金 ※1 242,566 ※1 250,650

未払金 603,562 602,146

未払法人税等 92,080 166,893

未払費用 63,076 89,770

賞与引当金 59,916 30,023

その他 77,955 65,001

流動負債合計 2,217,575 2,304,203

固定負債

長期借入金 ※1 511,767 ※1 483,218

リース債務 92,504 44,171

退職給付引当金 67,261 50,593

長期預り金 168,983 171,470

その他 4,917 2,591

固定負債合計 845,433 752,044

負債合計 3,063,009 3,056,247

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 40,485 △85,026

株主資本合計 1,299,985 1,174,473

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,762 679

評価・換算差額等合計 △1,762 679

少数株主持分 50,745 46,385

純資産合計 1,348,968 1,221,538

負債純資産合計 4,411,977 4,277,786
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（２）【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20年９月１日
至 平成20年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

売上高 2,392,653 3,045,551

介護事業売上高 2,371,796 3,016,190

その他事業売上高 20,856 29,361

売上原価 2,019,976 2,455,561

介護事業原価 1,998,823 2,426,493

その他事業原価 21,153 29,067

売上総利益 372,676 589,990

販売費及び一般管理費 ※ 270,297 ※ 346,489

営業利益 102,378 243,500

営業外収益

受取利息 16 15

自動販売機収入 － 533

負ののれん償却額 － 73

雑収入 760 824

営業外収益合計 777 1,446

営業外費用

支払利息 7,321 8,441

障がい者雇用納付金 － 2,300

雑損失 2,053 101

営業外費用合計 9,374 10,842

経常利益 93,781 234,104

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 42

賞与引当金戻入額 － 28

消費税等免除益 － 6,242

特別利益合計 － 6,312

特別損失

投資有価証券評価損 5,428 －

退職給付費用 － 10,903

特別損失合計 5,428 10,903

税金等調整前四半期純利益 88,352 229,512

法人税、住民税及び事業税 59,816 85,458

法人税等調整額 △14,091 14,182

法人税等合計 45,724 99,640

少数株主利益 3,008 4,359

四半期純利益 39,619 125,512
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成20年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30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 88,352 229,512

減価償却費 4,172 7,337

のれん償却額 26,838 40,323

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,030 2,060

賞与引当金の増減額（△は減少） △83,209 29,893

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,607 16,667

受取利息及び受取配当金 △16 △15

支払利息 7,321 8,441

投資有価証券評価損 5,428 －

売上債権の増減額（△は増加） △60,652 △56,132

たな卸資産の増減額（△は増加） △134 1,912

仕入債務の増減額（△は減少） 177,540 1,684

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,841 △7,347

長期預り金の増減額（△は減少） △12,487 △2,487

その他 △124,415 23,209

小計 26,535 295,060

利息及び配当金の受取額 16 15

利息の支払額 △7,440 △8,717

法人税等の支払額 △56,060 △148,661

営業活動によるキャッシュ・フロー △36,947 137,697

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 △42,806

営業譲受に伴う支出 △500 －

敷金保証金の返戻による収入 － 6,455

敷金保証金の差入による支出 △46,017 △23,800

貸付金の回収による収入 150 160

その他 128 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,572 △59,991

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） 312,200 △21,568

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △61,918 △79,535

リース債務の返済による支出 △1,631 △4,711

財務活動によるキャッシュ・フロー 248,650 △5,814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 152,130 71,891

現金及び現金同等物の期首残高 577,358 464,498

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 729,488 ※ 536,389
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該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30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

（1）介護事業 介護施設の運営・管理

（2）その他事業 人材紹介・派遣

当第１四半期連結会計期間において、本国（日本）以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支

店がないため記載しておりません。

当第１四半期連結会計期間において、海外売上高がないため記載しておりません。

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）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 3,016,190 29,361 3,045,551 － 3,045,551

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 9,113 9,113 △9,113 －

計 3,016,190 38,475 3,054,665 △9,113 3,045,551

営業費用 2,587,517 40,666 2,628,184 173,866 2,802,051

営業利益 428,672 △2,191 426,480 △182,980 243,500

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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