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1. 平成24年8月期第3四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成24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 ％

24年8月期第3四半期 11,924 14.0 736 2.8 1,152 21.9 613 26.9
23年8月期第3四半期 10,460 8.6 716 7.4 945 39.1 483 37.4

（注）包括利益 24年8月期第3四半期 621百万円 （26.9％） 23年8月期第3四半期 490百万円 （―％）

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

24年8月期第3四半期 42,819.55 42,679.46
23年8月期第3四半期 33,784.25 33,699.41

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第3四半期 6,075 2,843 45.8
23年8月期 5,535 2,273 40.2
（参考） 自己資本 24年8月期第3四半期 2,782百万円 23年8月期 2,226百万円

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

23年8月期 ― ― ― 4,000.00 4,000.00
24年8月期 ― ― ―
24年8月期（予想） 4,000.00 4,000.00

3. 平成24年 8月期の連結業績予想（平成23年 9月 1日～平成24年 8月31日）

（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

通期 16,000 13.8 1,050 15.6 1,250 7.1 650 6.8 45,397.40



(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

(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－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の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

新規 ―社 （社名） ― 、 除外 ―社 （社名） ―

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年8月期3Q 14,320 株 23年8月期 14,318 株
② 期末自己株式数 24年8月期3Q ― 株 23年8月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期3Q 14,319 株 23年8月期3Q 14,300 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響による停滞から、徐々に個人消費が持ち

直し、緩やかに回復しつつあります。しかしながら、欧州政府の債務危機や長期化する円高、電力供給の制約、原

油高等、我が国の景気が下押しされるリスクが存在します。

介護業界においては、社会保障の充実・安定化と財政健全化の両立を目的とした社会保障・税一体改革が進めら

れております。平成24年４月より改正された介護保険法では、地域における医療と介護の同時提供を目的とした地

域包括ケアシステムの構築に向けて、定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスが創設されました。また、同

時に実施された介護報酬改定に伴い、介護事業各社は介護サービス事業の運営体制見直しや、新たな介護サービス

事業の検討、介護保険に依存しない新規事業の模索等、事業基盤の強化に努めております。

このような状況の中で当社グループホームにおいては、平成24年３月に「愛の家グループホーム秦野鶴巻」（神

奈川県）、「愛の家グループホーム各務原前洞新町」（岐阜県）、「愛の家グループホーム可児土田」（岐阜

県）、４月に「愛の家グループホーム仙台東中田」（宮城県）、「愛の家グループホーム中野上高田」（東京

都）、５月に「愛の家グループホーム市原能満」（千葉県）、「愛の家グループホーム印西木下」（千葉県）、

「愛の家グループホーム大阪松」（大阪府）、「愛の家グループホーム川西東多田」（兵庫県）を新規開設いたし

ました。また、３月には営業権の譲受により「愛の家グループホーム豊野」（長野県）が加わりました。また、

５月には「愛の家グループホーム荒川」を「愛の家グループホーム西尾久」に統合することで、第３四半期末にお

ける当社のグループホーム数は167箇所となりました。 グループホーム以外の事業においては、４月に「愛の家

小規模多機能型居宅介護中野上高田」「愛の家都市型軽費老人ホーム中野上高田」、５月に「愛の家小規模多機能

型居宅介護大阪松」をそれぞれグループホーム併設型の複合施設として開設いたしました。

この結果、売上高11,924,293千円（前年同期比14.0％増）、営業利益736,349千円（前年同期比2.8％増）、経常

利益1,152,953千円（前年同期比21.9％増）、四半期純利益613,133千円（前年同期比26.9％増）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1,462,945千円増（前年同期比14.1％増）の11,813,307千円となりました。

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1,143千円増（前年同期比1.0％増）の110,986千円と

なりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第３四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540,226千円（前期末

比9.8％増）増加し、6,075,354千円となりました。

流動資産は前期末より413,728千円（前期末比10.8％増）増加し、4,228,579千円となりました。これは主に販売

用不動産が54,322千円増加し、売掛金が189,568千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126,498千円（前期末比7.4％増）増加し、1,846,774千円となりました。これは主に差入

保証金が132,816千円増加したことによるものであります。

流動負債は前期末より35,930千円（前期末比1.7％増）増加し、2,112,803千円となりました。これは主に未払法

人税等が137,874千円減少した一方で、短期借入金が45,000千円増加し、未払金が107,386千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65,892千円（前期末比5.6％減）減少し、1,119,093千円となりました。これは主に長期借

入金が71,426千円減少したことによるものであります。

純資産は、前期末より570,188千円（前期末比25.1％増）増加し、2,843,457千円となりました。これは主に利益

剰余金が555,861千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３四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23年10月11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



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23年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,496,502 1,540,837

売掛金 1,984,609 2,174,178

たな卸資産 27,498 92,144

繰延税金資産 86,442 84,384

その他 223,944 343,053

貸倒引当金 △4,146 △6,018

流動資産合計 3,814,851 4,228,579

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 149,432 214,732

減価償却累計額 △23,987 △29,301

建物及び構築物（純額） 125,445 185,430

車両運搬具 61,349 108,652

減価償却累計額 △19,567 △46,485

車両運搬具（純額） 41,781 62,167

土地 25,000 25,000

建設仮勘定 17,600 －

その他 129,317 165,830

減価償却累計額 △69,678 △91,631

その他（純額） 59,638 74,198

有形固定資産合計 269,465 346,796

無形固定資産

のれん 316,671 216,185

リース資産 81,670 60,943

その他 3,480 3,337

無形固定資産合計 401,822 280,466

投資その他の資産

投資有価証券 4,861 3,984

長期前払費用 4,174 4,222

差入保証金 959,283 1,092,100

繰延税金資産 61,635 64,173

その他 27,697 62,861

貸倒引当金 △8,664 △7,831

投資その他の資産合計 1,048,988 1,219,510

固定資産合計 1,720,276 1,846,774

資産合計 5,535,127 6,075,354



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 23,284 26,311

短期借入金 200,000 245,000

1年内返済予定の長期借入金 441,612 477,696

未払金 738,627 846,014

未払法人税等 403,422 265,548

未払費用 100,497 100,292

賞与引当金 60,698 42,965

その他 108,731 108,976

流動負債合計 2,076,872 2,112,803

固定負債

長期借入金 816,290 744,864

リース債務 78,406 42,466

退職給付引当金 119,568 154,463

長期預り金 160,958 160,785

資産除去債務 － 4,271

その他 9,762 12,242

固定負債合計 1,184,985 1,119,093

負債合計 3,261,858 3,231,896

純資産の部

株主資本

資本金 871,100 871,250

資本剰余金 391,100 391,250

利益剰余金 964,629 1,520,490

株主資本合計 2,226,829 2,782,990

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 － △877

その他の包括利益累計額合計 － △877

新株予約権 3,027 8,388

少数株主持分 43,412 52,955

純資産合計 2,273,268 2,843,457

負債純資産合計 5,535,127 6,075,354



（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22年９月１日
至 平成23年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年５月31日)

売上高 10,460,203 11,924,293

介護事業売上高 10,350,361 11,813,307

その他事業売上高 109,842 110,986

売上原価 8,529,048 9,850,213

介護事業売上原価 8,427,018 9,778,130

その他事業売上原価 102,030 72,083

売上総利益 1,931,155 2,074,079

販売費及び一般管理費 1,214,878 1,337,730

営業利益 716,276 736,349

営業外収益

受取利息 148 186

補助金収入 247,560 422,678

負ののれん償却額 219 219

雑収入 14,389 19,868

営業外収益合計 262,317 442,952

営業外費用

支払利息 22,650 19,957

雑損失 10,301 6,391

営業外費用合計 32,951 26,348

経常利益 945,643 1,152,953

特別利益

国庫補助金 289,460 371,851

その他 840 3,200

特別利益合計 290,300 375,051

特別損失

固定資産圧縮損 278,300 368,815

その他 74 －

特別損失合計 278,375 368,815

税金等調整前四半期純利益 957,568 1,159,189

法人税、住民税及び事業税 476,937 536,994

法人税等調整額 △11,133 △480

法人税等合計 465,803 536,513

少数株主損益調整前四半期純利益 491,764 622,676

少数株主利益 8,649 9,542

四半期純利益 483,114 613,133



（四半期連結包括利益計算書）
（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22年９月１日
至 平成23年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 491,764 622,676

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,724 △877

その他の包括利益合計 △1,724 △877

四半期包括利益 490,039 621,798

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 481,390 612,255

少数株主に係る四半期包括利益 8,649 9,542



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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