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1. 平成22年8月期第3四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年5月31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3四半期 9,633 26.2 667 122.5 679 147.8 351 96.4
21年8月期第3四半期 7,634 ― 299 ― 274 ― 179 ―

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3四半期 24,595.84 ―
21年8月期第3四半期 12,523.98 ―

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3四半期 4,480 1,577 34.0 106,519.66
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3四半期 1,523百万円 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22年8月期 0.00 0.00 0.00
22年8月期
（予想）

0.00 0.00

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）
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 13,000 22.6 650 38.0 680 55.9 380 51.3 26,573.43
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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、４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、３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3四半期 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3四半期 ―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3四半期 14,300株 21年8月期第3四半期 14,300株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年９月１日から平成22年５月31日まで）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22年3月に千葉地区で「愛の家グループホーム松戸上本郷」の１棟を新規開設し、全120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６棟増となり、売上高9,633,775千円（前年同期比26.2％増）、営業利益

667,002千円（前年同期比122.5％増）、経常利益679,884千円（前年同期比147.8％増）、四半期純利益351,720千円

（前年同期比96.4％増）となりました。

①資産、負債及び純資産の状況

当第３四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202,221千円増加しました。これは主に、

当第３四半期連結会計期間の好調な業績を反映した四半期純利益による現金及び預金の増加、また、業容拡大に伴

う、売掛金、リース資産および差入保証金の増加によるものであります。また負債合計は、前連結会計年度末より

153,276千円減少しました。これは主に、借入金の返済による減少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355,497千円増加し、1,577,036千円となりました。主な要因は、利益剰余金が351,720千円増加したこ

とによるものであります。この結果自己資本比率は、34.0％（前連結会計年度末27.5％）となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第３四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256,651千円増加し、721,149千円となりました。

当第３四半期連結累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、998,783千円（前年同期は38,553千円の資金減）となりました。これは主に、税

金等調整前当期純利益680,717千円の他、のれん償却額123,488千円、たな卸資産の減少額192,538千円によるもので

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、258,659千円（前年同期は421,900千円の資金減、対前年同期比38.7％減）とな

りました。これは主に、有形固定資産の取得による支出163,266千円の他、営業譲受に伴う支出24,023千円、差入敷

金保証金の差入による支出64,268千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、483,467千円（前年同期は361,087千円の資金増、対前年同期比233.9％増）と

なりました。これは主に、金融機関からの借入金を返済したこと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22年４月12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。

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
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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、従業員数の増加に伴い、第１四半期連

結会計期間より退職給付にかかる処理をより適切に行うため、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。

この変更に伴い、当期首における退職給付債務を算定した結果、発生した変更時差異10,903千円を特別損失に

計上しております。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は3,357

千円、税金等調整前四半期純利益は14,260千円それぞれ減少しております。

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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５．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５月31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 736,149 464,498

売掛金 1,738,838 1,632,118

たな卸資産 19,719 212,257

繰延税金資産 60,918 54,678

その他 210,465 248,691

貸倒引当金 △3,397 △3,404

流動資産合計 2,762,695 2,608,841

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 240,146 127,545

減価償却累計額 △16,894 △10,945

建物及び構築物（純額） 223,252 116,599

車両運搬具 5,030 3,062

減価償却累計額 △3,197 △2,899

車両運搬具（純額） 1,833 162

土地 25,000 15,000

建設仮勘定 － 81,561

その他 91,222 60,231

減価償却累計額 △44,484 △36,084

その他（純額） 46,738 24,146

有形固定資産合計 296,824 237,470

無形固定資産

のれん 524,279 622,813

その他 76,035 47,794

無形固定資産合計 600,314 670,607

投資その他の資産

投資有価証券 6,233 9,876

長期前払費用 2,232 1,841

差入保証金 751,870 696,365

その他 68,967 61,790

貸倒引当金 △9,131 △9,008

投資その他の資産合計 820,173 760,866

固定資産合計 1,717,312 1,668,944

資産合計 4,480,007 4,277,786
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５月31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 21,873 19,350

短期借入金 667,134 1,080,368

1年内返済予定の長期借入金 237,800 250,650

未払金 691,210 602,146

未払法人税等 257,708 166,893

未払費用 83,984 89,770

賞与引当金 70,557 30,023

その他 77,575 65,001

流動負債合計 2,107,843 2,304,203

固定負債

長期借入金 444,785 483,218

リース債務 84,995 44,171

退職給付引当金 80,667 50,593

長期預り金 173,635 171,470

その他 11,044 2,591

固定負債合計 795,127 752,044

負債合計 2,902,971 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 266,694 △85,026

株主資本合計 1,526,194 1,174,473

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,962 679

評価・換算差額等合計 △2,962 679

少数株主持分 53,805 46,385

純資産合計 1,577,036 1,221,538

負債純資産合計 4,480,007 4,277,786
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（２）四半期連結損益計算書
（第３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成22年５月31日)

売上高 7,634,967 9,633,775

介護事業売上高 7,548,427 9,370,399

その他事業売上高 86,539 263,375

売上原価 6,442,307 7,909,115

介護事業原価 6,359,225 7,648,255

その他事業原価 83,082 260,860

売上総利益 1,192,660 1,724,659

販売費及び一般管理費 892,836 1,057,656

営業利益 299,823 667,002

営業外収益

受取利息 439 107

受取配当金 3,553 －

補助金収入 － 46,955

負ののれん償却額 － 219

雑収入 － 6,016

営業外収益合計 3,992 53,299

営業外費用

支払利息 23,044 24,590

雑損失 6,440 15,827

営業外費用合計 29,484 40,418

経常利益 274,332 679,884

特別利益

投資有価証券売却益 2,790 －

国庫補助金 － 120,070

その他特別利益 1,001 7,587

特別利益合計 3,791 127,657

特別損失

固定資産圧縮損 － 115,825

その他特別損失 50 10,999

特別損失合計 50 126,824

税金等調整前四半期純利益 278,073 680,717

法人税、住民税及び事業税 118,743 342,470

法人税等調整額 △28,286 △20,893

法人税等合計 90,457 321,576

少数株主利益 8,522 7,419

四半期純利益 179,092 351,720
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成22年５月31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 278,073 680,717

減価償却費 17,008 29,750

のれん償却額 87,251 123,488

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,941 115

賞与引当金の増減額（△は減少） △83,209 40,534

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,904 30,073

受取利息及び受取配当金 △439 △107

支払利息 23,044 24,590

投資有価証券売却益 △2,790 －

補助金収入 － △46,955

国庫補助金 － △120,070

固定資産圧縮損 － 115,825

売上債権の増減額（△は増加） △217,598 △106,842

たな卸資産の増減額（△は増加） △194,558 192,538

仕入債務の増減額（△は減少） 231,303 59,509

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,624 13,290

長期預り金の増減額（△は減少） 49,237 2,164

その他 △120,015 79,229

小計 80,528 1,117,854

利息及び配当金の受取額 439 107

利息の支払額 △23,822 △23,857

補助金の受取額 － 46,955

国庫補助金の受取額 － 120,070

法人税等の支払額 △95,698 △264,687

法人税等の還付額 － 2,340

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,553 998,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △15,000

有形固定資産の取得による支出 △48,367 △163,266

営業譲受に伴う支出 △250,023 △24,023

投資有価証券の売却による収入 6,840 －

新規連結子会社株式取得による支出 △45,302 －

差入保証金の返戻による収入 － 8,762

差入保証金の差入による支出 △86,469 △64,268

貸付金の回収による収入 690 580

貸付金の実行による支出 － △1,443

その他 732 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △421,900 △258,659
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成22年５月31日)

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） 120,267 △413,234

長期借入れによる収入 448,000 430,000

長期借入金の返済による支出 △198,158 △481,283

リース債務の返済による支出 △9,021 △18,950

財務活動によるキャッシュ・フロー 361,087 △483,467

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,366 256,651

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 477,991 721,149
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該当事項はありません。

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31日）

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年５月31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・不動産販売

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年９月1日 至 平成21年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年９月1日 至 平成22年５月31日）において、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

がないため記載しておりません。

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年９月1日 至 平成21年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年９月1日 至 平成22年５月31日）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

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高

7,548,427

－

86,539

21,180

7,634,967

21,180

－

（21,180）

7,634,967

－

計 7,548,427 107,719 7,656,147 （21,180） 7,634,967

営業利益又は営業損失（△） 855,610 △6,491 849,118 （549,295） 299,823

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) セグメント間の内部売上

高又は振替高

9,370,399

－

263,375

15,243

9,633,775

15,243

－

（15,243）

9,633,775

－

計 9,370,399 278,618 9,649,018 （15,243） 9,633,775

営業利益又は営業損失（△） 1,078,280 14,919 1,093,200 （426,197） 667,002

〔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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